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要   旨 

近年のオフィス機器は，液晶タッチパネルによる設定操作が主流になってきたため，視覚に障

害をもつユーザーが利用しにくい状況を生み出している．本論文では，視覚情報を使用せずに機

器を設定できる非視覚操作インタフェースについて述べる．本インタフェースは，液晶タッチパ

ネルの代替として機能し，ユーザーにテンキーまたは音声認識による入力と音声フィードバック

による確認を提供することにより，階層メニュー上に配置された機能を選択させる．人間中心設

計に基づいて繰り返し評価を行った結果，視覚に障害をもつユーザーに対するアクセシビリティ

を高めることができた． 

 

 

 

ABSTRACT 

 Most recent office equipment uses touch screen technologies for the operational interface, which is 

inaccessible to the visually impaired. This report describes the nonvisual operational interface that makes 

it possible to operate the equipment without visual information. The interface provides an alternative to 

the touch screen technologies and allows users to select the hierarchical menu-oriented settings via voice 

recognition or by means of tactile key entry with voice assistance. The user-in-the-loop evaluation is 

made based on human-centered design and it results in increased accessibility to the visually impaired. 
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 1．背景と目的 

近の複写機はデジタル化，ネットワーク化に伴い，非

常に高機能なものになっている．そのため，設定項目も多く，

操作パネル上のハードキーに全ての機能を割り当てることが

不可能であるため，液晶タッチパネルに表示されるGUI

（Graphic User Interface）を介した操作が必須となっている．

しかしこのような操作方法は，視覚の障害によりパネル上に

表示された内容を認知することのできないユーザーにとって

は大きな障壁であり，機器の使用を阻害する要因となってい

る．こうしたユーザーにとっては，原稿をセットしてテン

キーで部数を指定した後にコピーの開始ボタンを押すという

も基本的な操作に限られ，機器に搭載されている便利な機

能の殆ど全てを利用することができない． 

一方，米国におけるリハビリテーション法508条の改正や，

アクセシビリティJIS規格（JIS X 8341シリーズ）の制定，障

害者基本法の改正などに見られるように，IT機器のアクセシ

ビリティ向上への社会的な要求は日々高まりつつある．この

ような状況の下，IT機器，中でも特に仕事の現場で使用され

るオフィス機器に対する現状と要求のギャップを克服するこ

とは，全員参加型の社会を形成する上で非常に重要な課題と

なっている． 

こうした観点から我々は，国内外でのユーザー評価テス

トやそれらの結果のフィードバックを繰り返しながら，液晶

タッチパネルに代わる視覚に依らない複写機の操作方式「非

視覚操作インタフェース」の開発を進めてきた． 

本論文では，高いアクセシビリティを実現するための設

計思想や開発プロセス，非視覚操作の仕様や特徴，カスタマ

イズに関する配慮などについて述べる． 

 

 2．技術 

非視覚操作インタフェースは，タッチパネルを使用する

従来の操作が困難なユーザーのために開発された，複写機の

ためのユーザーインタフェースの名称である1), 2)．本インタ

フェースの 大の特徴は，触覚により識別可能なテンキーや

音声コマンドによる入力操作と，音情報と専用画面情報によ

る操作状況や機器状態の確認を可能にしている点である．本

章では，高いアクセシビリティを実現するために配慮された

非視覚操作インタフェースの様々な技術的特長について詳し

く述べる． 

2-1 設計基本方針 

2-1-1 設計思想 

非視覚操作インタフェースでは視覚に障害を持つユー

ザーが機能に対して自由にアクセスできる事を も重視した．

このため，ビデオデッキの番組予約のように，決められた順

序に従ってシステムがシーケンシャルな操作を導く操作系

（モーダルな操作系）ではなく，ユーザーが主体的に自由な

順序で設定ができる操作系（モードレスな操作系）を前提と

した． 

また，テンキーだけでほぼ全ての設定操作を行うように

した．これはテンキーが視覚障害を持つユーザーにもなじみ

のあるユーザーインタフェース部品であることと，ハード

ウェア追加コストを抑える目的からである． 

具体的には複写機の全ての設定項目を1つの階層メニュー

上に位置づけ，個々の項目を音声フィードバックにより確認

しながら，テンキー操作によってメニュー上を移動し，所望

の設定項目に移動した時点で選択のキー操作をすることで設

定を行う方法を基本方式とした．さらに効率的操作を実現す

るたのいくつかの工夫を施した．音声認識を含むいくつかの

ショートカット，効果音による直感的情報伝達，キー操作，

音声フィードバックの反応の早さなどがそれにあたる． 

なお，従来の画面操作の機能とシームレスに結合するた

めに，非視覚操作インタフェースは，複写機本体との間で状

態取得や設定変更が可能なモジュール構成になっている． 

2-1-2 開発プロセス 

非視覚操作インタフェースの開発においては，ユーザー

インタフェースの設計では特に推奨されている人間中心設計

の考え方に従ったプロトタイピング型開発を導入した．これ

は分析・設計・評価のサイクルを何回もまわすことにより，

ユーザーと設計者の概念モデルを近づけることを狙ったもの

だが，実際にはさまざまな制約から初期段階の評価では仕様

書上のチェックや専門家による確認で済ませることも多い．

しかし今回は設計者と想定ユーザーに大きな特性の違いがあ

ることから，実際に視覚障害を持つユーザーによる評価を初
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期段階から積極的に行った．この評価は主に以下の3種類の

方法によって行った． 

(1) 視覚障害を持つ社員による評価 

(2) 国内の関連教育機関や団体における評価3) 

(3) 米国のアクセシビリティ研究機関における評価 

初期の段階では複数の基本方式についてプロトタイプを

作成し，(1)の評価を行うことで2-1-1で述べた方式の骨格を

決定した．つぎに(2)と(3)の評価を繰り返すことにより，後

述するような様々な実用的工夫を施すに至った．一例を挙げ

れば，習熟するためであればある程度時間をかけてもよい，

というユーザーの意見を反映するため，2-6で述べるチュー

トリアル機能の実装に至った，という経緯がある． 

2-2 階層メニュー 

複写機の機能を論理的な階層構造にグルーピングしたも

のが階層メニューである．非視覚操作インタフェースの設定

操作は，この階層メニュー上を目的の項目位置まで移動して

選択するという方法で行われる．階層メニューの概要を

Fig.1に示す．第1階層では，複写機能が大きなグループ項目

に分類されている．さらに各項目を，より小さなグループに

分類してその下に配置していくことにより層構造が形成され，

終的に選択可能な項目にまで細分化されている． 

この階層メニューは 初、操作パネル上でのレイアウト

にしたがって作成された．しかし，評価実験で多くの問題が

指摘されたため多くの改善が施され， 終的には設定項目の

グルーピングや名称，階層上の位置付けなど，さまざまな点

で 適化が図られた． 

主に以下の3点に留意して，階層メニューの 適化を行っ

た． 

(1) 言葉だけでわかりやすく表現する 

(2) 提示順序を考慮する 

(3) 複写・印刷作業に関する知識の違いを意識する 

操作パネル上ではスペースの制約により文字数が制限さ

れた言葉を使わざるを得ない反面，アイコンや図を併用して

理解を助けているが，音声での情報提示では(1)のように制

約条件が異なる． 

また，2-1-2で述べた評価実験によって提示順序の影響が

確認された．視覚的には同時に複数の情報を確認できるが，

音声ではひとつずつ順を追って聞く必要があるので時間がか

る．そこで操作に慣れると項目を判断できた時点でその後を

スキップして次に進むという操作が頻繁に起こる．このとき

例えば「ステープル左」「ステープル上」という名称が並ん

でいるとそれぞれを 後まで聞く必要があるが「左ステープ

ル」「上ステープル」という名称であれば上記のようなス

キップ操作に対応できる．さらに，「原稿」のような曖昧な

表現による選択肢が先に提示されると，そちらを先に確かめ

るために無駄な操作が増えるなどの現象も見られた．これら

が(2)の背景となっている． 

本インタフェースのユーザーモデルで考慮すべき点はこ

のような視覚と聴覚という情報提示モードの違いによるもの

だけではなく，(3)のような想定ユーザーのタスク知識に関

する面も大きいということも評価実験を通して明らかになっ

た．これは1章で述べたような現状において，視覚障害を持

つユーザーの複写機使用経験が著しく少ないだけでなく，日

常的に複写・印刷物を目にしている一般ユーザーに比べて出

力結果をイメージしにくいことにもよる． 

2-3 項目移動方法 

非視覚操作インタフェース利用時には，基本的な設定操

作が視覚障害者にもなじみ深いテンキーのみによって行える

ように，各キーの役割がFig.2のように変更される． 

本インタフェースによる機能設定は，テンキーを使用し

た操作で目的の項目に移動した後，【９】キーを押下して選

択するという流れで行われる．この際の項目移動方法として，

方向キーによる順次移動（ステップモード），項目番号入力

Fig.1 Hierarchical menu. 
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による直接移動（ダイレクトモード），音声コマンド入力に

よる項目移動（ボイスモード）という3通りの方法が用意さ

れている．  

各々の方法は「初心者でも簡単に操作できる」「多少の

事前学習が必要だが，慣れると非常に効率が良い」など，そ

れぞれ固有の特長を有しており，ユーザーの好みや熟練度な

どに応じて自由な組み合わせでシームレスに使い分けること

ができるように工夫されている．ここでは，それぞれの移動

方法の特長について説明する． 

2-3-1 ステップモード 

非視覚操作インタフェースで基本的となる項目移動方法

が，このステップモードである．この方法は，階層メニュー

のトップ項目である 上層左端を基点に，テンキーの【２】

【４】【６】【８】をそれぞれ十字キーの上／左／右／下方

向キーに見立て，1回の押下毎にその方向に項目を1つずつ移

動するというものである．項目移動時には即座に移動先の項

目名称が音声でフィードバックされるため，これを手掛かり

に階層メニュー上の現在位置を確認しながら目的の項目まで

移動することができる． 

この操作方法は，操作に慣れていないユーザーでも安心

して操作できることを 優先に考慮して設計されたものであ

り，多少時間は掛かるかもしれないが目的の項目まで確実に

移動することが可能になっている．またキーの連打も可能で

あり，音声フィードバック出力中に更に移動キーが押された

場合には，直ちに音声出力を中断して移動処理が続行される．

これによってある程度操作に慣れ，音声フィードバックを逐

一確認する必要がなくなったユーザーにとっても快適な操作

性が提供される． 

なお，この方法による移動時にテンキーの【１】を押下

すると，現在位置に関わらず一気にメニュートップまで移動

する．これは1つの機能を設定する度に基点に戻って確実に

操作を継続したいユーザーにとって便利な機能であると同時

に，階層メニュー上で迷子になってしまった場合の緊急脱出

的な目的で使用することもできる． 

2-3-2 ダイレクトモード 

日々の仕事で複写機を使用する場面において，機器に搭

載されている全ての機能を満遍なく使用しているユーザーは

非常に稀であり，その業種や業務内容に応じて頻繁に使用す

る機能がある程度の範囲に限られているのが普通である．ダ

イレクトモードは，こうした日常的に行われる操作に適した

移動方法である． 

階層メニュー上の全ての項目には，それぞれ数桁の数字

列から成るユニークな項目番号が付与されており，この項目

番号をテンキーで入力することで，その項目位置まで一気に

移動できるようになっている．ダイレクトモードへの移行は

ステップモード中にテンキーの【０】を押下することで行わ

る．その後項目番号の確定を表す【＃】キーを押下するまで

の間，テンキーの【１】～【９】の各キーは項目番号を入力

するために使用される．  

この移動方法を実行するには，移動先の項目番号を覚え

る必要があるため，全ての移動をこの方法のみで行うことは

難しいが，頻繁に使用する項目についてだけでもこの番号を

記憶しておくことで，大幅な操作時間の短縮効果が実現され

る． 

2-3-3 ボイスモード 

非視覚操作インタフェースの大きな特長の一つが，この

音声コマンドによる操作を可能にしている点である．ボイス

モードへの移行はステップモード中にテンキーの【３】を押

下することで行われる．その後一定時間内に機器本体に接続

Fig.2 Functional layout of numeric keypad. 
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されたヘッドセットのマイクから目的の項目の呼び名を告げ

ることで，音声認識機能がその内容を自動的に認識し，その

項目に直接移動する． 

この方法で移動できる項目は，比較的使用頻度の高い30

程度に制限を設けているが，その一方でそれらの項目の呼び

名としては複数の言い回しを認識するようになっている．例

えば，「フルカラー」という項目に対しては「カラーコ

ピー」，「定形変倍」に対しては「拡大コピー」や「縮小コ

ピー」といったように，正式な項目名称の他に，よりなじみ

深い呼び名を合わせて受理可能にすることで，ユーザーが呼

び名を記憶しやすいように工夫されている．また，Fig.3の

ように，項目名称を出力する前にユーザーが発声した呼び名

をフィードバックすることにより，認識結果をユーザーに確

認させる． 

なお，ここで使用している音声認識エンジンは現在の主

流であるHMMと呼ばれる確率モデル4)を使用した不特定話者

対応のものであり，当研究所に勤務する男女計8名が通常の

オフィス環境で発話した43通りの項目呼び名（同一項目に対

して複数の呼び名が用意されているため，ボイスモードで移

動可能な項目数よりも多い）に対して，平均で98％を上回る

実用的な認識率が得られることが確認されている． 

2-4 フィードバック／情報提示方法 

非視覚操作インタフェースでは，2-3で述べた各種の方法

でメニューの移動操作が行われた場合，Fig.3に示す提示順

で音情報によるフィードバックが行われる．また，用紙切れ

／トナー切れ，原稿置き忘れといった機器からの警告が提示

される場合もある．こうしたフィードバックや情報提示は，

音声メッセージを主体とする音情報の出力だけでなく，一定

の条件が満たされれば視覚情報もある程度認知可能なユー

ザーのために，専用にデザインされた画面情報も合わせて表

示することで行っている．ここではそれぞれのフィードバッ

ク／情報提示方法の特長について述べる． 

2-4-1 音情報によるフィードバック／情報提示 

音情報によるフィードバック／情報提示は，それぞれ性

質の異なる以下の3通りの音信号を適切に組み合わせること

で実現している． 

(1) 音声メッセージ 

非視覚操作中は，ほぼ全ての操作に対して音声メッセー

ジによるフィードバックが行われる．また必要に応じて操作

支援のための音声メッセージが出力される．このためのデー

タにはプロのナレーターによって発話された音声，およびそ

れらに対して特定の信号処理を施したものを使用している． 

音声データに施した信号処理は次の通りである． 

• 話速変換： ユーザーの好みに応じて音声メッセージ

の話速を3段階に切り替えることができる．こうした原

音声とは異なる話速の音声データは，原音声に対して

PICOLA（Pointer Interval Controlled Overlap and Add）ア

ルゴリズム5)を適用して作成した． 

• ピッチ変換： 項目移動時のフィードバックでは，既

に選択されている項目と未選択の項目の区別が出来る

よう，既選択項目への移動時には通常よりもピッチを

若干高くした音声データを使用している．また，他の

設定項目と排他的な関係にあるために一時的に選択不

可能な状態になっている項目に移動した場合には，低

いピッチの音声データを使用している．こうした原音

声とは異なるピッチの音声データは，PICOLAによって

話速を変換した後，更にサンプリング周波数変換処理

を施すことで作成した． 

• 音色変換： ボイスモードにおける音声コマンド入力

時には，まず認識結果がフィードバックされ，その後

移動先の項目名がフィードバックされる．この際，音

声コマンドでは1つの項目に対して複数の呼び名を告げ

ることが可能であるため，認識結果のフィードバック

と移動先の項目名称が一致しない場合がある．この際

のユーザーの混乱を防ぐために，音声認識結果の

フィードバック用音声データには原音声データにコー

ラス処理を施したものを使用している． 

Fig. 3 Auditory signal sequence. 
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(2) 効果音 

効果音は，それ単独，あるいは音声メッセージの先頭に

付加して再生される非常に短い音信号である．メニューの終

端に達してそれ以上先に進めない旨や，階層メニューを上昇

／下降／選択した旨など，操作中頻繁に行われる可能性の高

いフィードバックは情報伝達の迅速性を優先させ，音色の異

なる数種類の効果音を使い分けることで行っている．また，

メニュー項目の属性を表現するため，Fig.3に示すようにメ

ニュー項目名に付加される場合がある． 

この効果音の意味を理解するだけでもある程度の状況判

断が可能であるため，音声メッセージ部分が再生される前に

この音アイコンだけを聞きながら次々とキー入力を行うと

いった高速操作を行うことも可能である． 

(3) バックグラウンドミュージック (BGM) 

部数入力時や変倍率率の入力時，あるいはダイレクト

モードにおける項目番号の入力時など，テンキーの機能が一

時的に本来の数字入力に戻される場合がある． 

この際には，ユーザーが混乱しないように適切な情報を

提示する必要があるが，効果音や音声メッセージではこのよ

うな継続した状況変化を的確に伝えることが難しい． 

そこで，通常の音声メッセージや効果音とは別に，その

状態が継続している間耳あたりの良いBGMを循環的に再生

し続けるという方法で状態の継続に関する情報提示を行って

いる． 

2-4-2 画面情報によるフィードバック／情報提示 

非視覚操作中は，タッチパネル上の表示内容も専用にデ

ザインされたものに変更される．この専用画面は，Fig.4に

示すようにその大部分を占める階層メニュー表示エリアと画

面下部に設けられたメッセージ表示エリアの2つのエリアを

有している． 

(1) 階層メニュー表示エリア 

このエリアには，階層メニューの構造に従って現在項目

を中心にその近傍の項目が，その属性や選択状況を示すマー

クと共に表示される． 

この内容は，項目の移動操作と連動して更新されるため，

視覚情報の併用が可能なユーザーは，この画面を見ながら操

作することでより一層確実な操作を行うことが可能である． 

なお，このエリア内の表示についてもアクセシビリティ

を考慮して，比較的大きな文字と高いコントラストによる単

純なデザインのものを標準として用意したが，さらに必要に

応じて文字色や背景色を変更することも可能になっている． 

(2) メッセージ表示エリア 

このエリアには，各場面で出力される音声メッセージと

全く同じ内容が文字で表示される． 

操作のフィードバックや各種の操作支援メッセージなど

については，音情報とこのエリア内の文字情報を併用するこ

とで，より確実に理解することが可能になる． 

このエリアの配色についても階層メニュー表示エリアと

同様に配色のカスタマイズが可能であり，さらに文字サイズ

についても数段階の調整ができるようになっている． 

2-5 カスタマイズ 

Table 1にカスタマイズ可能な項目を示す．各項目は，

キー操作，音声入力，音声出力，画面表示，設定確認の5グ

ループのいずれかに分類され，コピー項目と同様にメニュー

による入力モード（ステップモード，ダイレクトモード）を

用いて変更できる．また，管理者など従来の設定に慣れてい

るユーザー向けに画面入力も可能である．以降では，これら

の項目の中からプロトタイピングの設計，評価の繰り返し過

程を経て決定された特徴的な項目について述べる． 

Fig. 4 Dedicated screen for nonvisual operation. 
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Table 1 Customizable items. 

グループ カスタマイズ項目 

【スタート】キー反応時間 

【７】キーと【＊】キーの機能割り当て

キー説明ありの動作 
キー操作 

非視覚操作タイムアウト 

音声入力タイムアウト 
音声入力 

暗騒音測定 

声の種類 

メッセージの音量 

話速 

ＢＧＭの種類・音量 

音声出力 

操作支援 

メッセージの切り替え時間 
画面表示 

表示エリアのカスタマイズ 

出力項目 
設定確認 

一時停止の有無 

 

• 【スタート】キー反応時間 

設定されている時間を超えて【スタート】キーが押下さ

れ続けた時に印刷を開始する．【スタート】キー反応時間を

長く設定することにより，キーの押下に対して，直ちに印刷

を開始しないことが可能になり，キー押下が器用でないユー

ザーの誤操作を防ぐことができる． 

• 【７】キーと【＊】キーの機能割り当て 

評価結果から，「話速変更」，「直前に出力されたメッ

セージの繰り返し」，「キー説明あり／なしの切り替え」，

「出力されているメッセージの休止／再開」の4機能がアク

セシビリティ要件を満たすために必要であると判断された．

しかしながら，全ての機能を常時テンキーに割り当てること

ができないことから，【７】キーと【＊】キーの機能につい

ては，上記4機能のうちの2機能を割り当て，ユーザーの必要

に応じて変更を可能にしている． 

• キー説明ありの動作 

操作パネルには，類似形状をもつキーが複数配置されて

いるため，視覚に障害をもつユーザーにキー位置を容易に確

認させる仕組みが必要である．そこで音声ナビでは，必要に

応じてキー機能を音声で説明することにより，キー位置とそ

の機能を確認できるようになっている．既出の【７】キーま

たは【＊】キーの機能に「キー説明あり／なしの切り替え」

が割り当てられているとき，キー説明ありの機能を使用でき

る．キー説明ありの動作は，「2度押すと実行する」，「説

明だけで実行しない」のどちらかを選択できる． 

• 非視覚操作タイムアウト 

後の操作が行われてから，「非視覚操作タイムアウ

ト」で設定した一定の時間内に何も操作が行われないときは，

非視覚操作による入力モードを終了し，従来のコピー操作方

法に戻る．ユーザーに非視覚操作の継続意志があるか否かを

確認させるため，非視覚操作状態の終了が近づくと，予告

メッセージを出力する． 

• 暗騒音測定 

暗騒音測定を実行すると使用環境の騒音レベルを予め機

器に学習させることができ，ボイスモード利用時の音声認識

精度を高めることができる． 

• メッセージの音量 

音声メッセージの音量を変更できる．次回非視覚操作イ

ンタフェースを使用するユーザーに配慮し，大音量に変更さ

れた場合には，非視覚操作終了時に所定の音量レベルに戻す．

一方， 小音量に変更されても，無音とはせず一定の音量レ

ベルを確保することにより，非視覚操作状態の開始や動作中

であることをユーザーに確実に知らせる． 

• 話速 

非視覚操作方法に習熟したユーザーに対して効率的な操

作を提供するため，「ふつう」，「速い」，「遅い」の3種

類の話速を選択できる． 

• 操作支援 

操作支援のあり／なしを選択する．操作支援ありを選択

すると，ユーザーから操作が行われなくなってから一定時間

が経過したときに，その場面で次に操作可能なキーの名称と

機能を提示する．本機能の導入により，操作に迷ったユー

ザーを支援する．  

• メッセージの切り替え時間 

ウェブコンテンツのアクセシビリティに関するJIS規格

（JIS X 8341-3）の指針に倣い，音声メッセージと同等のテ

キスト情報を併用して情報提示を行う．2-4-2で述べたよう

にテキストメッセージを，画面下部のメッセージ表示エリア
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に表示するが，1画面に収まらないときは，一定時間表示し

た後に残りのメッセージを表示する．次のメッセージに切り

替えるまでの標準時間を，字幕制作共同機構の指針を参考に

して求めた．この「標準」に「長め」，「短め」を加えた3

段階の選択が可能である．文字サイズにより，画面あたりに

表示可能な 大文字数が変化するため，「標準」を選択して

いても，定量的な切り替え時間は文字サイズに依存して変化

する． 

• 表示エリアのカスタマイズ 

メッセージ表示エリアの文字色と背景色は，色覚バリア

フリー6)の観点から，一般色覚ユーザーと色弱ユーザーとの

どちらにもみやすい色をセットした．「黒」，「水色」，

「青緑」，「黄」，「青」，「朱赤」，「赤紫」，「白」の

8色から選択できる．また，メニュー表示エリアについても，

2-4-2で述べたように標準として用意した配色とメッセージ

表示エリアに連動した配色のどちらかを選択できる． 

• 一時停止の有無 

表示されている設定確認画面をページ単位で一時停止さ

せるか否かを切り替えることができる．一時停止ありの機能

は，主に画面を見ることができるユーザーを対象とし，一時

停止なしの機能は，主に音声情報を使用するユーザーを対象

としている． 

2-6 チュートリアル機能 

チュートリアルは，ユーザーが実機に触れながら操作を

習得していくことで，習熟時間の短縮をねらった機能である．

機器から出力される音声案内のとおりに操作していくことに

より，一連のコピー操作を習得できるようになっている．  

チュートリアル用の音声ファイルは，音楽CDの曲のよう

にトラック単位に分割されており，各トラックに割り当てら

れた音声ファイルを再生することにより音声案内を行う．

ユーザーは，【再生／停止】キー，【送り】キー，【戻し】

キーの3つのキーを使用して，トラックの再生，停止，移動

を行うことができる． 

 

 3．成果 

視覚を使用しない操作インタフェースを開発し，タッチ

パネルの代替手段を実現した．開発過程において，人間中心

設計に基づくプロトタイピング型開発を導入し，視覚に障害

を持つユーザーに対するアクセシビリティを高めた． 

 

 4. 今後の展開 

今後も実ユーザによる評価を繰り返し，改善を図ってい

きたい．また，高齢者など将来の社会情勢も考慮して，対象

ユーザーを広げていく必要もある．ユニバーサルデザインの

考え方も取り入れ，誰でも使いやすいインタフェースへと展

開していきたい． 
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