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概要 

 

コモディティ化した市場において価格競争を避け企業が生き残るためには，製品の機能

や性能を向上させるだけではなく，製品のユーザビリティやユーザエクスペリエンスの向

上による競合メーカーとの差別化の努力をしなければならない．日本企業はその手段とし

て人間中心設計プロセスの導入を始めている． 

人間中心設計プロセスは 1999 年に ISO13407:1999（JISZ8530:2000）「インタラク

ティブシステムにおける人間中心設計プロセス」が制定されたことをきっかけに，日本企

業において導入が検討されるようになった．しかし，ISO はプロセスを示しているのみで

あり，具体的にどのように社内に導入していくかの道筋を示しておらず，企業では実践度

合いを上げるために試行錯誤を繰り返している．特に業務用製品を開発する企業にとって

は，人間中心設計プロセスに関する先行研究がその効果を示しているものの，書籍や論文

で紹介されている事例のほとんどがコンシューマー製品を対象としていることから，自社

で活用できる手法が見つからず導入が進まない状況となっている． 

業務用製品とは病院，オフィスや工場などの施設に納入され，主に専門的な知識を持っ

たユーザーが業務で使用する医療機器，事務用機器や工作機械などのことをいう．こうい

った業務用製品とコンシューマー製品との間にはいくつかの相違点が存在する．例えば，

コンシューマー製品は操作者と購入決定者が同じ人物である，初心者を含んだ幅広いユー

ザーが使用する，さまざまな場所や時間に利用されるといったケースが多い．一方，業務

用製品は操作者と購入決定者が異なる，専門的な知識を持ったユーザーが使用する，業務

で使用されるため利用状況が限定的であるといったケースが多い． 

このような違いから，一般的に知られている人間中心設計手法であっても業務用製品開

発にはそのまま適合させることができない．その結果，そういった製品は市場投入に失敗

してしまう．本研究は，これらの問題を解決するために人間中心設計手法のカスタマイズ

を行い，業務用製品開発に適合する手法を構築したものである． 



 

 

Abstract 

 

In order to survive, and to avoid price competition in commodity markets, companies 

should make an effort not only to improve the performance and functionality of their 

products, but also to improve the usability and the user experience. Japanese companies 

have therefore begun the introduction of human-centered design (HCD) processes in an 

attempt to meet this aim. 

The HCD processes were established as ISO 13407 (Ergonomics - Human-centred design 

processes for interactive systems) in 1999, after which Japanese companies began to use 

it. However, Japanese companies which develop business use products in particular, use 

trial and error to increase the effectiveness of their HCD processes. The reason for this is 

because the ISO only shows processes, not concrete implementation methods. Previous 

studies of the HCD processes have presented new perspectives by performing various 

analyses of the benefits of using the HCD methods. However, examples shown in technical 

books and academic papers refer almost only to the development of personal use 

products, and not the development of business use products.  

Business use products refer to medical instruments, instruments for office work and 

other instruments for professional use that are delivered to hospitals, offices and other 

facilities. There are some differences between business use products and personal use 

products. For example, the purchaser and the operator of business use products are 

different people, while in the case of personal use products, the purchaser and the 

operator are usually same. In addition, because business use products are used for 

business, the scope of use is limited, but personal use products are used at different times 

and in a variety of places. 

For these reasons, The HCD methods that are generally known are not applicable to 

business use product development. Japanese companies may therefore fail when 

introducing such products to the market. This paper aims to address this issue by 

describing the construction of customized human-centered design methods suitable for 

business use product development. 
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1.1. はじめに 

「日本の家電メーカーの不振が続いている」というニュースがテレビや新聞で報じられ

て久しい．世界を席巻していた日本の家電メーカーがなぜこのような状況になってしまっ

たのだろうか．新聞記事には，ある大手家電メーカーの担当者が「国内のライバルを意識

して，ひたすら画質，音質にこだわって開発競争に明け暮れていた．そして気がつけば，

海外市場で消費者に選ばれたのは画面でも音でもなく，安くてデザイン性に優れた韓国・

サムスン電子のテレビだった」<1>と打ち明けたとある．ここでいうデザイン性とは製品

の見た目に限った狭義の意味ではない．製品の使いやすさや使って得られる体験などを含

めた広義の意味である． 

アップルのウェブページを見てみると，iPhone5 の広告には「誰もが夢中になる．それ

だけの理由があります」<2>とのキャッチコピーがある．「高解像度モニタ，高速プロセ

ッサ搭載」などと機能，性能を謳っているわけではなく「誰もが夢中になる」という体験

を謳っている．機能，性能が良いから売れるのではなく，製品を使った体験を得てみたい

という共感からモノが売れるのである．もちろん，機能，性能は重要であるが，このよう

な体験のデザインの考慮を行ってこなかったことが，家電メーカーの不振の原因の一つで

あろう． 

しかし，明るいニュースもある．ソニーがインド市場にて「サムスンと LG を抑えて「テ

レビ首位」奪取」<3>という記事である．インド人が好む色合いなどを調査してテレビの

発色に反映させたことにより，価格が高くてもソニーのテレビがインド人に選ばれたので

ある．ユーザーが製品に求めた画質は，決してソニーの技術者が考える「高画質」では無

かったのかもしれない．しかし，インド人が好む色味を再現できたのは間違いなくソニー

の技術力があったからこそであった．日本の家電メーカーの技術力は，技術者の自己満足

的な多機能，高性能の製品を提供する場合ではなく，ユーザーのニーズを正しく理解し，

それを満足する製品を提供する場合にこそ発揮され，新興国などの競合企業に勝つことが

できるのである． 

一方，家電などのコンシューマー製品ではなく，医療機器や産業機器といった業務用製

品の分野ではどのような状況であろうか．幸い不振であるというニュースは耳にしないが，

サムスンが医療機器事業に参入するなど新興国メーカーの動きは激しく，家電と同じく着
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実にコモディティ化の波が押し寄せている．しかし，業務用製品を開発するメーカーの担

当者からは「我々は特殊な市場だから家電とは違う」という声が聞こえてくる．いまだに

機能，性能の向上に明け暮れている状態にあるようだ．このままでは家電メーカーと同じ

轍を踏むのではないかという強い危機感を持たざるを得ない． 

 

1.2. 本研究の背景 

1.2.1. 業務用製品開発の状況 

病院や工場などの施設に納入される医療機器や産業機器といった業務用製品は，専門的

な知識を持った操作者が業務で使用する．そういった操作者は「自分たちはプロフェッシ

ョナルであり，使い方が難しい製品であっても使える」という自負を持っており，製品を

自身の業務を遂行するうえでの道具として考える．そのため製品の選定にあたっては本音

であれ，建前であれデザイン性や使い勝手より機能，性能を重視する．また，業務用製品

は施設の設備として購入されるため操作者と購買決定者が異なり，実際に製品を使用しな

い者がカタログを見て選定するということがある．その場合，カタログに記載されたスペ

ックの比較となることから，やはり機能，性能を重視する．したがって，ユーザーに対し

てインタビュー調査で要望の聞き取りを行っても，業務のアウトプットに影響する機能，

性能に関する要望は多く抽出できるものの，デザイン性や使い勝手に関する要望はあまり

抽出できないことが多い． 

このようなユーザーの状況もあり，業務用製品を開発する日本の多くのメーカーは，さ

まざまな業界において，提供する業務用製品の競争力を高めるべく，コンシューマー製品

に比べてより顕著に機能，性能の向上に技術力を注いできた．そして，それがユーザーの

期待に応えることとなり，多機能，高性能な製品を開発すれば売れるという状況になった．

機能，性能さえ充実していれば，あとはユーザーが製品を使用できさえすればよく，メー

カーはアクセシビリティのみを考えれば良かった． 

しかし，市場が成長期を経て成熟期を迎えると，競合メーカーの製品と機能，性能によ

る差別化ができなくなり，ユーザーは「どれを買っても同じなので，買いやすいもの，安
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いものを選ぼう」と考えるようになる．その結果，価格競争になってしまい収益が悪化し

ていくこととなる．ただ，業務用製品の市場はニッチであることが多いため，コンシュー

マー製品の市場に比べて競合他社が少ない．また，業務用製品は大型であったり，高額で

あったりするため，製品寿命が長い場合が多い．したがって，まだコモディティ化してい

ない市場も多く，前述の「我々は特殊な市場だから家電とは違う」という声につながる．

このようなことから，業務用製品を開発するメーカーは機能，性能以外に製品のユーザビ

リティを高めることによる差別化をしたり，競合他社が気づいていないユーザーが本当に

望んでいる価値を見つけて提供したりといった顧客満足度の向上のための努力を怠って

きたとしても，業績に悪影響を受けなかった． 

この先，業務用製品市場にも遅かれ早かれコモディティ化の波が押し寄せることが予想

される．その時になって対策を始めても，家電メーカーは不振に陥ることを防げなかった．

準備をしておかなければ，業務用製品を開発するメーカーも同じように不振に陥る可能性

が高い．いますぐにでも，機能，性能以外による競合メーカーとの差別化の努力をスター

トさせる必要がある． 

1.2.2. 機能，性能以外の差別化要素 

競合メーカーとの差別化を図るための，機能，性能以外の要素としてユーザビリティが

考えられる．ユーザビリティは日本語では「使い勝手」や「使いやすさ」と表現されるこ

とが多い[1,2]．いくら多機能，高性能な製品であっても，それらが使えなかったり，使

いにくかったりすれば，製品に搭載するためにかけた労力が無駄になってしまうことはも

とより，ユーザーに不満がたまり逆に顧客満足度を下げてしまう要因にもなる．また，ユ

ーザーを満足させようと製品に機能をむやみやたらと搭載すれば，ユーザーはどの機能を

どのように使って良いか混乱してしまい，やはり使い勝手が悪くなり顧客満足度を下げて

しまう． 
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ユーザビリティは，ISO9241-11 において次のように定義されている<4>． 

 

・Usability （使用性）： 

Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. 

ある製品が，指定された利用者によって，指定された利用の状況下で，指定され

た目的を達成するために用いられる際の，有効さ，効率および利用者の満足度の度

合い． 

 

・Effectiveness （有効さ）： 

Accuracy and completeness with which users achieve specified goals. 

利用者が，指定された目標を達成するうえでの正確さおよび完全さ． 

・Efficiency（効率）： 

Resources expended in relation to the accuracy and completeness with 

which users achieve goals. 

利用者が，目標を達成する際に正確さと完全さに関連して費やした資源． 

・Satisfaction（満足度）： 

Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the use of the 

product. 

不快さのないこと，および製品使用に対しての肯定的な態度． 

・Context of use（利用の状況）： 

Users, tasks, equipment (hardware, software and materials), and the 

physical and social environments in which a product is used. 

利用者，仕事，装置（ハードウェア，ソフトウェアおよび資材），ならびに

製品が使用される物理的および社会的環境． 

 

ユーザビリティを向上させるためには，ただ単に多機能，高性能な製品を設計するので

はなく，誰がどのように製品を利用するのかについての状況を理解したうえで，ユーザー

が効率よく有効に製品を利用できるような設計をしなければならない． 
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1.2.3. ユーザビリティを超える概念 

「使い勝手」や「使いやすさ」などユーザビリティでの差別化を超える概念として，ユ

ーザエクスペリエンス（以降，UX）があげられる．ユーザビリティは単に「使いやすか

った」「覚えやすかった」といった製品の振る舞いに着目するが，UX は製品を利用した

ユーザーの体験の総体に着目する．「使っていて充実感がある」「心地が良い」「また使っ

てみたい」などというユーザーが製品を利用した際に感じる「体験価値」までを設計する． 

米国の心理学者 A. H. Maslow は，人間は自己実現に向かって絶えず成長する生き物で

あるとして，図1-1のように自己実現に至るまでの人間の欲求を5段階の階層で表した[3]．

「身体的欲求」は食べたい，寝たいなどという本能的な欲求である．この欲求が満たされ

れば，次は事故を防止したい，安全に生活したいという「安全欲求」を求める．そして，

本能が満たされ安全な環境に置かれると，自分がどこかに属していたい，社会に必要とさ

れたいという「社会的欲求」が現れる．さらには，その社会において自分が価値のある存

在だと認められ尊重されたいという「尊重の欲求」が現れる．ここまでの 4 段階の欲求

は「欠乏欲求」と呼ばれており，不足しているものを満たしていくことにより満足してい

くものである．しかし，最後の「自己実現の欲求」は自分の能力を最大限発揮し創造的活

動がしたいなどという欲求であり，欠乏しているものを満たすのではなく成長したいとい

う欲求である．したがって，前者とは区別し「成長欲求」と呼ぶ． 

UX とは体験価値の設計である．設計次第では製品を使用したユーザーの体験が，その

ユーザーの成長欲求を満たす可能性がある．そのような体験価値を持った製品を提供でき

れば，その製品はユーザーにとってなくてはならない存在となり得る．このように UX は，

顧客満足を得る手段としてユーザビリティを超える重要な考え方といえるのである． 
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UX の定義は，はっきりと固まっている訳ではないが「ユーザエクスペリエンス(UX)白

書」における定義が一般的になってきている．白書では UX を図 1-2 のとおり 4 種類に分

類している[4,5]． 

 

予期的 UX（利用前） 

製品の購入前，ユーザーがカタログやデモなどで製品を目にした際に，製品を購入す

ることにより「業務が効率化しそうだ」などと感じてもらえるように設計を行う． 

 

一時的 UX（利用中） 

製品を利用した際に「とても使いやすい」「思ったとおりに使える」などとユーザー

に感じてもらえるように設計を行う．ほぼユーザビリティと同義である． 

 

エピソード的 UX（利用後） 

製品の利用後に「良い製品を購入した」と感じてもらえるように設計を行う．その結

果，ほかの人にも製品を勧めてもらえるなどの口コミの効果がある． 

図 1-2 UX の分類<5> 

図 1-1 A. H. Maslow の欲求段階説 
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累積的 UX（利用時間全体） 

前述した 3 種類の UX が累積され「とても良い製品だった」「この製品無しの業務は

考えられない」などと感じてもらえるように設計を行う．「この製品があれば，なりた

い自分に近づける，成長できる」とまでユーザーに感じてもらえるようになれば，その

ユーザーにとってずっと手放せない製品となる．つまり，累積的 UX の向上は再購入率

の向上につながると考えられる．これは，A. H. Maslow の欲求段階説で示した自己実現

の欲求そのものに訴えかけることができ，製品の価値を向上させるうえで非常に重要な

要素だといえる．  

1.2.4. ユーザビリティやUXを向上させる手段と歴史 

ユーザビリティや UX の向上は，製品の価値を高めるために非常に重要であり，さまざ

まな研究がなされてきた．これまでの研究の経緯を年代に沿って示す． 

 

1970 年代  

1964 年に，人間工学に関する諸研究およびそれに関連する事業を促進することを目

的として日本人間工学会が創立された[6]．その結果，国内での人間工学に関する研究

が年々盛んになっていった．1970 年代は人間工学の時代といっても良いであろう．人

間の物理的，生理的特性に，主にハードウェア製品をいかに適合させるかの研究が進み

アクセシビリティが向上した． 

 

1980 年代  

1983 年に「知」の総合的な科学を構築するための学際的な研究交流の場として，日

本認知科学会が設立された[7]. ここでいう「知」とは人間の脳のことである．人間の認

知的特性を製品開発に考慮するようになってきた時代である．脳が認知しやすい＝わか

りやすいであり，ユーザビリティを考慮し始めた時代ともいえる． 

 

1990 年代  

ユーザビリティ工学という概念が生まれた．ユーザビリティを向上させるための手法

を工学的に捉え始めた時代である．1990 年代前半は開発された製品のユーザビリティ
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評価の手法化が中心であったが，1990 年代後半になるとユーザーがどのような文脈で

製品を使うのかを明確にしたうえで設計を行い，最終的に評価を行うという考え方が整

理し始められた．そして，1999 年に ISO13407 が登場し人間中心設計という言葉が使

われるようになった[8,9]． 

 

2000 年代  

ISO13407 の登場をきっかけに，2000 年代前半から一部のメーカーで人間中心設計

プロセスの導入が始まり，設計の上流から下流まで常にユーザーを中心に考えるという

一貫した姿勢での製品開発が行われるようになった．その後，2000 年代後半に向かう

に従い，従来どおりの技術中心でのモノづくりで市場での競争力を失ってしまったメー

カーが，徐々に人間中心設計プロセスの導入を始めるようになってきた．しかしながら，

業務用製品を開発するメーカーにおいてはまだ導入が進んでいない状況である． 

 

2010 年代  

2010 年に ISO13407 は ISO 9241-210 と改訂され UX の記述が追加された[10]．e

コマースなどのネットワークビジネスやウェブ制作を手掛ける IT 系企業においては容

易に設計と評価の繰り返しが行えるため，ユーザビリティの向上は当たり前のように取

り組まれ，その上位概念である UX に関しての研究が盛んである．コンシューマー製品

を開発するメーカーはユーザビリティの向上に力を入れており，UX の取り組みに関し

ては一歩手前の状態である．そして，業務用製品を開発するメーカーは製品のライフサ

イクルが長いため，設計と評価の繰り返しサイクルも長く，いまだユーザビリティ向上

の取り組みで四苦八苦している状態である． 

 

このように，製品のユーザビリティや UX を向上させる手段として，人間工学，認知科

学やユーザビリティ工学の研究が進み，近年は人間中心設計プロセスが主流となってきて

いることが分かる． 
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1.2.5. 人間中心設計プロセスの重要性 

人間中心設計プロセスは，前述のとおり 1999 年に ISO13407:1999（JISZ8530:2000）

「インタラクティブシステムにおける人間中心設計プロセス」として制定されたことをき

っかけに，日本の企業においても導入が検討されるようになってきた[11]． 

人間中心設計プロセスとは，人間（ユーザー）の立場になり，常にユーザーのことを中

心に考えて，企画，設計，評価などを行うことにより，ユーザビリティが高くユーザーニ

ーズに合致した製品，サービスを提供できるようにしようとする考え方である．人間中心

設計プロセスは図 1-3 のとおり「利用状況の把握と明示」「ユーザーと組織の要求事項の

明示」「設計による解決策の作成」「要求事項に対する設計の評価」という 4 つの手順で

構成される．ユーザーのことを良く知り，ユーザーが望むものを理解し，ユーザーの望む

ことに対する解決案を作成し，それが本当にユーザーの要求を満たしているかを評価する

ことにより，ユーザビリティが高く顧客満足度の高い製品を生み出す．  

 

 

 

 

図 1-3 人間中心設計プロセス（ISO 9241-210）<6> 
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人間中心設計プロセスの各手順には表 1-1 に示すような手法が存在する．示した手法

以外にもさまざまな手法があり，これまでに数多くの研究や実践がなされてきたことを表

しているといえる． 

 

手法 内容

アンケート調査 質問紙によるユーザー調査．大量のデータ収集が可能．た
だし，顕在ニーズしか収集できない．

インタビュー調査 インタビューによるユーザー調査．インタビュースキル次
第では潜在ニーズを抽出可能．

行動観察 ユーザーの行動を観察することにより潜在ニーズを抽出す
る．

ペルソナ手法 対象ユーザーを具体的かつ厳密に描くことにより，ユー
ザーに対する理解を深める．

シナリオ法 対象ユーザーの行動シーンをシナリオで表現し，ユーザー
に対する理解を深める．

カスタマージャーニーマップ 対象ユーザーの体験を時系列に描き，UXを検討する．

タスク分析 対象ユーザーが製品を使って目的を達成するために行う作
業を詳細に分析する．

ストーリーボード 製品の利用シーンをポンチ絵で表し，ユーザーの受容度を
評価できるようにする．

ペーパープロトタイピング 紙やパワーポイントによる簡単なモックアップを作り，そ
れを用いてユーザビリティ評価を実施できるようにする．

オズの魔法使い 人間が機械の代わりになり，あたかも製品ができあがった
かのように見せかけユーザビリティ評価を実施できるよう
にする．

認知的ウォークスルー法 手順ごとに操作者の認知過程を推測し，ユーザビリティ上
の問題を抽出する方法．

ヒューリスティック評価法 10項目のヒューリスティック原則を用いて製品やプロト
タイプを使いながら，ユーザビリティ上の問題を抽出する
手法．

パフォーマンス評価 操作時間を測定するなど定量的データによりユーザビリ
ティを測定する手法．実機がなければ評価が難しい．

要求事項に対する設計の
評価

設計による解決策の作成

ユーザーと組織の要求事
項の明示

利用状況の把握と明示

 

2010 年に ISO13407 は，ISO 9241-210 :2010「Ergonomics of human-system 

interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems」として改訂された．

改訂の大きなポイントは UX についての定義が記載されたことである．ユーザビリティだ

けではなく，製品を使用することによりユーザーにどのような魅力的な経験を与えるかと

いう点に考えがシフトしてきた事を表している[12]．このように人間中心設計プロセスは

ユーザビリティや UX を向上させるプロセスとして ISO として定義されてはいるが，その

導入に関しては前述のとおりあまり進んでいない．国内においては IT 系企業が最先端の

動向に敏感であり，コンシューマー製品を開発するメーカーがそれを追従しているものの，

業務用製品を開発するメーカーの取り組みはそれらと比べて遅れている． 

表 1-1 人間中心設計手法の一例
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一方，海外においては，欧州で 1949 年に世界初の人間工学に関する専門機関となる

ERS (Ergonomics Research Society)が設立された．続いて，1957 年に HFES (Human 

Factors and Ergonomics Society：米国人間工学会) が設立され，人間工学に関する研究活

動が活発となった[13,14]．その後，ユーザビリティに関する研究が進み，1980 年代の同

時期にイギリスのSchackelとアメリカのNorman & Draperが人間中心設計の考え方を提

唱する．そして，1999 年に ISO13407 が制定されるに至る．また，新興国においては産

学そろって積極的にユーザビリティや UX などに関わる国際学会に参加しており，たとえ

ば，インタラクション，ユニバーサルデザイン，ユーザビリティや人間中心設計に関する

代表的な国際会議であるHCI International 2011 でのセッションの座長数で比較すると，

日本人が座長を任されたセッションの数と，中国人，台湾人，韓国人が座長を任されたセ

ッションの合計数はほぼ同等である[15]．HCI International 2013 でも同じ傾向であり，

国際学会での影響力は年々高まっていると十分考えられる[16]．このように，欧米では日

本より 10 年ほど早く取り組みが始まっており，また，新興国はそれを急速にキャッチア

ップしている． 

 

 
 

 

日本においては取り組みが遅れており，特に業務用製品を開発するメーカーは遅れが顕

著である．図 1-4 で示すように，業務用製品を開発する国内メーカーにおいては，アク

セシビリティのみを考慮していた時代が続き，ユーザビリティの向上すらあまり取り組ま

図 1-4 モノづくりの変遷 
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れておらず，UX に至っては未知の領域である．しかし，新興国メーカーの台頭は激しく，

業務用製品市場にも近いうちにコモディティ化の波が押し寄せることは明白であり，今ま

でどおりの技術中心のモノづくりでは製品が売れなくなることが予想される．それを回避

するためには，業務用製品を開発するメーカーは人間中心設計プロセスの導入をきっかけ

にモノづくりのマインドを技術中心からユーザー中心へと変革し，その高い技術力をソニ

ーがテレビ開発で行ったようにユーザーニーズを満たすことに発揮できるようにする必

要がある．家電メーカーと同じ轍を踏まないよう製品のユーザビリティを向上させ差別化

を行ったり，UX を向上させ顧客満足度の高い製品を生み出したりすることにより海外の

メーカーとの競争に勝たなければならない．そのためには一刻も早く人間中心設計プロセ

スの導入を進める必要がある． 

1.2.6. ペルソナ手法の重要性 

人間中心設計プロセスの中でも「ユーザーと組織の要求事項の明示」において開発する

製品の対象ユーザーを明確にすることは最も重要な活動である．対象ユーザーが明確でな

ければ「設計による解決策の作成」において対象ユーザーが満足する解決策を検討するこ

とができないことは当然であるとともに，「要求事項に対する設計の評価」においても対

象ユーザーの観点での妥当性のある評価が実施できない．しかし，そのような重要な活動

であるにも関わらず，業務用製品を開発している企業においては明確に対象ユーザーを定

義せずモノ中心で製品開発を進めるケースがまだ多い．そういった企業における製品の企

画書には対象ユーザーが記載されないため，収集したユーザーニーズの要，不要の判断基

準が無く，企画，設計に携わるメンバーの過去の経験や市場で聞いた一顧客の声などを理

由に製品仕様が決定されてしまう．過去の経験を根拠として決めた仕様が現在のユーザー

に当てはめても正しかったり，一顧客の声がたまたま多くの顧客の声を代表していたりす

る場合には問題は発生しないが，そうでない場合はリリース後に市場から多くの使用上の

問題が報告され，設計部門は発売後の長い間市場フォローに追われる．市場から問題が報

告されなくとも，ユーザーが求めない機能に力を入れて開発してしまった場合，無駄な開

発費を投じてしまったこととなり，本来ユーザーが必要とする機能の品質を上げることを

疎かにしてしまったことにもなる．一方，対象ユーザーが定義されており，ユーザーの目

的が明確になっていれば，設計部門のメンバーはユーザーが満足して目的を達せられるよ
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うな製品を開発することに集中できる．必要な機能の開発に対して効率的に開発費を投じ

ることができるとともに，ユーザーの満足度も向上することからリリース後の市場フォロ

ー工数も低減できる[17]． 

 対象ユーザーを明確にするための手法として，近年「ペルソナ手法」が注目を集めてい

る．「ペルソナ」とは，対象製品における典型的なユーザーを想定して，それに名前，顔

写真やユーザーの役割，目標などを設定し，図 1-5 のように具体的な人物像としたもの

である．製品ライフサイクルの企画プロセスや設計プロセスなどの各段階においてペルソ

ナの目標を満足するように設計する手法をペルソナ手法という．ペルソナ手法は，Alan 

Cooper が Visual Basic を開発する際に用いたのが始まりといわれており，彼の著書「The 

Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to 

Restore the Sanity」によって広く世の中に知れ渡ることとなった[18,19]． 

 

 

 

 

ペルソナ手法は対象ユーザーを具体的に表現するため，企画のセールスポイントや設計

の重点課題を明確にできることは当然ながら，部門間でユーザーの共通認識を持てるよう

になったり，ユーザーのためのアイディアを検討しやすくなったり，効果的なユーザビリ

ティ評価を実施できたりとメリットが多い．しかし，Alan Cooper が述べているペルソナ

が操作者の人物像を具体化し GUI デザインのために用いているのを始め，ほとんどの先

行事例がコンシューマー製品のエンドユーザーを表したペルソナである．コンシューマー

図 1-5 ペルソナ例 
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製品と業務用製品の間にはさまざまな相違点があるため，コンシューマー製品を対象とし

た手法はそのまま使えないと想定される．次項にてペルソナ手法を始めとする人間中心設

計手法の業務用製品開発への導入課題を述べる． 

1.2.7. 業務用製品開発への人間中心設計プロセスの導

入課題 

多機能，高性能な製品を開発することにより成長を続けてきた企業においては，ほとん

どの社員がユーザビリティ，UX の必要性を認識していないだろう．それでも，外部環境

の変化に敏感な一部の社員が危機感を持ち，ペルソナ手法を始めとする人間中心設計プロ

セスにおける各手法の導入を始めようと立ち上がることは十分考えられる．導入の開始に

あたっては，一部の人間の意見であったとしても，ユーザーを中心としたモノづくりを行

い顧客満足度の高い製品を開発しようという動機自体は誰も反対ができないため，ある特

定の製品での小さな試行の開始までは進めることが比較的容易であると考えられる．しか

し，実行してみると ISO はプロセスを示しているだけで，人間中心設計プロセスを具体

的にどのように社内に導入していくかの道筋が示されておらず戸惑うことになる．したが

って，導入担当者は書籍や論文などの先行研究に頼ることになるが，紹介されている事例

はコンシューマー製品開発を対象にしたものがほとんどである．  

 

    

 図 1-7 業務用製品の購買決定者 図 1-6 コンシューマー製品の購買決定者 
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コンシューマー製品の場合は，図 1-6 のように製品の操作者と購買決定者が同一であ

ることがほとんどであり操作者が満足する製品を検討すれば良い．一方，業務用製品の場

合は，例えば，購買部門が社員の PC を一括購入するなど，図 1-7 のように製品の操作者

と購買決定者が異なる場合が多く，操作者が満足する仕様や機能を搭載していれば売れる

というものではない． 

 

 
 

 

 

 
 

 

また，利用状況の観点では，コンシューマー製品の場合は図 1-8 で示すように屋内，

屋外や車中などさまざまな場所や環境で，操作者ひとりにより使用されることが多いが，

業務用製品の場合は図 1-9 で示すように施設の設備として特定の場所に設置され，複数

の操作者により使用されることが多い．また，業務で使用されることから，施設の方針や

文化の影響を受け独特の使用方法となる場合がある．さらに，製品を使用した結果を利用

する者がいたり，製品のサポートを行う者が施設外にいたりとステークホルダーが複数存

在する場合があり，コンシューマー製品と比べて考慮しなければならない項目が多い．こ

ういった業務用製品とコンシューマー製品の違いを表 1-2 にまとめる． 

図 1-8 コンシューマー製品の利用状況 

図 1-9 業務用製品の利用状況 
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携帯用音楽
プレーヤー

スマートフォン 医療機器 工作機器

新製品サイクル 6か月 6か月 10年 10年

価格 1万円 3万円 500万円 1,000万円

操作者 限定なし 限定なし 臨床検査技師 工場勤務者

購買決定者 操作者本人 操作者本人 購買部・病院長 工場長・経営幹部

設置場所 限定なし 限定なし 病院の検査室 工場

設置スペース 限定なし 限定なし
検査室は広くないた
め限られる

機器が大きいため設
置場所が限られる

使用頻度 使用者による 使用者による
業務フロー通り，ほ
ぼ固定

業務フロー通り，ほ
ぼ固定

使用に関する制約 特に無し 特に無し 技師長・医師の指示 工場長の指示

製品使用の結果生じ
た成果物の利用者

特に無し 特に無し 医師
工場の別工程の担当
者

サポート
電話問い合わせ・修
理センター

販売店舗窓口 サービスマン サービスマン

設置後のバージョン
アップ

不要 容易 困難 困難

コンシューマー製品例 業務用製品例

 

 

このような違いから，書籍や論文などの先行研究にて主に操作者を対象として検討され

たコンシューマー製品の事例がそのまま使えず，業務用製品を開発するメーカーにおいて

は，ペルソナ手法を始めとする人間中心設計プロセスの実践度合いをどのようにして上げ

て行くか，現場で試行錯誤を繰り返す状況となってしまう．前述のとおり，日本の多くの

企業は，機能，性能でモノが売れる時代を経験してきた．機能，性能を中心に開発した製

品が売れれば，その製品を担当したプロジェクトリーダーは所属している会社から評価さ

れる．これを繰り返し，機能，性能を重要視した従来のモノづくりで成功を重ねた人物が

マネジメント層に就いていることが多い．そういった状況の企業では，試行がスタートで

きたとしても導入に手間取ってしまうと，マネジメント層は技術者が優先の低いこと（＝

過去に自分がやらなかったこと）に工数を割かれ，本来取り組むべき開発行為（＝機能，

性能の向上）が疎かになってしまうのではないかと考えてしまう．当然，開発の現場も効

果が感じられなければ，人間中心設計プロセスの有用性に疑問を抱くようになる．このよ

表１-２ コンシューマー製品と業務用製品の違い 
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うな状態が続けば，間違いなくペルソナ手法を始めとする人間中心設計プロセスにおける

各手法の試行にストップがかかってしまう． 

 

1.3. 本研究の目的 

本研究では，ペルソナ手法を始めとする人間中心設計プロセスにおける各手法を業務用

製品開発で活用できるようにするためのフレームワークを構築する．フレームワークを構

成する各手法は，業務用製品開発に適合するようカスタマイズを行い，実験により妥当性

を検証する． 

その結果として，本研究で構築されたフレームワークを用いることにより，業務用製品

を開発するメーカーでの実践における試行錯誤を減らすことができ，人間中心設計プロセ

スの導入が成功する可能性が高まると期待できる．  

人間中心設計プロセスを導入して開発された業務用製品はユーザビリティや UX が向

上することから，顧客満足度が向上し競合メーカーの製品との差別化につながることはも

とより，例えば，医療機器であれば，病院のスタッフの負担が軽減するため，患者のため

に割く時間が増え医療の質が上がり，産業機器であれば，操作者の負担が軽減するため，

工場の生産性が上がる．このように，本研究は業務用製品を開発するメーカーの国際競争

力を高めるとともに，人々の暮らしの質の向上や日本経済の発展に貢献すると考える． 

 

1.4. 本論文の構成 

第１章「序論」では，業務用製品を開発するメーカーの状況とペルソナ手法を始めとす

る人間中心設計プロセスの重要性およびその導入課題を説明し，本研究の目的を述べた．

以降の章の構成は以下のとおりである． 

 

第 2 章「システムペルソナを中核とするフレームワークの提案」では，ペルソナ手法

に関する先行研究を調査し，業務用製品開発向けのペルソナである「システムペルソナ」

とそれを活用する手法群「システムペルソナを中核とするフレームワーク」を提案する． 
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第 3 章「システムペルソナの構築」では，「システムペルソナを中核とするフレームワ

ーク」の主となる手法「システムペルソナ」を構築する． 

 

 第 4 章「フレームワークを構成する手法の検討」では，人間中心設計手法に関する先

行研究を調査し，「システムペルソナ」を業務用製品開発に活用するために必要な人間中

心設計手法とそれをカスタマイズする方法について検討する． 

 

第 5 章「企画プロセスにおける人間中心設計手法のカスタマイズ」では，製品ライフ

サイクルの「企画プロセス」において，「システムペルソナ」を活用するためにカスタマ

イズした人間中心設計手法を構築する． 

 

第 6 章「設計プロセスにおける人間中心設計手法のカスタマイズ」では，製品ライフ

サイクルの「設計プロセス」において，「システムペルソナ」を活用するためにカスタマ

イズした人間中心設計手法を構築する． 

 

第 7 章「品質保証プロセスにおける人間中心設計手法のカスタマイズ」では，製品ラ

イフサイクルの「品質保証プロセス」において，「システムペルソナ」を活用するために

カスタマイズした人間中心設計手法を構築する． 

 

第 8 章「システムペルソナを中核とするフレームワークの検証」では，「システムペル

ソナ」を始めとするカスタマイズした人間中心設計手法の実効性について，実験により妥

当性の検証を行う． 

 

第 9 章「結論」にて，本研究の評価と今後解決すべき課題，展望を述べ総括を行う．  
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1.5. 用語の定義 

（1）業務用製品 

BtoB とは，法人顧客対象のビジネス（Business-to-Business）のことを言う．メー

カーと企業との取引であり，例えば，病院に医療機器を販売する，企業にオフィス向

けの事務用機器を販売する，スーパーマーケットにレジスターを販売するといった取

引がある．こういった BtoB で取引される医療機器，事務用機器やレジスターなどの

製品を業務用製品と呼ぶ．本論文では特に検体検査機器を対象とした研究を行う． 

個人顧客対象のビジネス（Business-to-Consumer）におけるコンシューマー製品と

比較すると，法人と個人という顧客の違いから，業務用製品の方が意思決定者の数が

多い，意思決定に時間がかかる，操作者のリテラシーが高いなどといった相違点があ

る[20]． 

 

（2）ユーザー，エンドユーザー 

製品を利用する人物をユーザーと定義する．コンシューマー製品であれば，例えば，

菓子の消費者や家電の操作者などがユーザーである．業務用製品であれば，例えば，

図 1-9 に示したように検体検査機器の操作者（複数），結果の利用者，製品のサポー

トを行う者などである．特に製品を直接利用する者をエンドユーザーと定義する． 

 

（3）対象ユーザーの明確化 

顧客は，製品を利用することによって得られる利益の対価として製品の代金を支払

う．したがって，企業が実施するマーケティングにおいて，利益が同じ顧客グループ

を作成すること（セグメンテーション），その中で優先的に狙うグループを決めるこ

と（ターゲッティング）は非常に重要な考え方である[20]．しかし，例えば，病院の

検査室に設置される検体検査機器の製品開発にあたり「患者に検査の質の高さをアピ

ールして，病院の評判を高める」ことを目的としている病院群や「少しでも早く検査

を行ってたくさんの患者を集める」ことを目的としている病院群というセグメンテー

ションを行い，後者をターゲットとして選定したとしても，その病院群が満足するた

めにどのような製品を開発すれば良いかを具体的に考えることは難しい．このような
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ことから，製品開発の最初の段階において，製品を設置する施設の環境，ユーザーの

利用状況やユーザーの目標などを具体的に書き表し，対象ユーザー（ターゲット）を

明確化する必要がある． 

 

（4）製品ライフサイクル 

製品の戦略，企画，設計，品質保証，販売／サービス，長期モニタリングといった

一連の企業活動のことをいう． 

 

(a) 戦略 

戦略の位置付け，意味合いは企業ごとに異なる．本論文では企業がどのような製

品ラインナップを揃えていくかという，製品ポートフォリオに関する製品戦略の立

案活動と定義する．どのターゲットに，どのタイミングで，どんな製品を提供する

か中長期の製品戦略を立案する． 

 

(b) 企画 

企画の位置付け，意味合いも戦略と同じく企業ごとに異なる．本論文では製品戦

略に基づき，対象ユーザーのニーズに合致した製品の企画を立案する活動と定義す

る．製品企画では製品のコンセプトおよび製品に対する要求事項を明確にする必要

がある． 

 

(c) 設計 

設計を英語に訳せば design（デザイン）となるが，ここでいう設計とは単に意匠

することではなく，製品企画で示された製品のコンセプトに従い，対象ユーザーの

要求事項を満たした仕様を決定し，それを実現するための製品を開発する活動と定

義する．  

 

(d) 品質保証 

開発した製品の品質を，法規制に対応しているか，安全性は十分か，対象ユーザ

ーの要求事項を満たしているかなどのさまざまな観点で確認する活動と定義する． 
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(e) 販売／サービス 

製品をユーザーに販売する活動，およびユーザーの製品に対するクレームに対応

したり保守を行ったりする活動と定義する． 

 

(f) 長期モニタリング 

発売後，長期間にわたりユーザーが製品をどのように使用しているか，その満足

度はどうかなどをモニタリングすることにより，製品の問題点やユーザーの要求事

項を把握し，それらを次の製品へインプットする活動と定義する． 

 

（5）人間中心設計プロセス 

「1.2.5.人間中心設計プロセスの重要性」で説明したとおりである． 

 

（6）人間中心設計手法のカスタマイズ 

先行研究で示されているコンシューマー製品を開発する企業向けの人間中心設計

プロセスの各手法を，業務用製品を開発するメーカーに適合する形に変更することと

定義する．  
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2.1. はじめに 

人間中心設計プロセスの「利用状況の把握と明示」を実行すれば数多くのユーザーニー

ズを集めることができる．だが，ユーザーニーズが蓄積されているだけではどのような製

品を開発すれば良いのかはわからない．以降の手順である「ユーザーと組織の要求事項の

明示」や「設計による解決案の作成」においてユーザーニーズを製品仕様へと変換しなけ

ればならない．製品仕様への変換にあたってはユーザーニーズが発生した背景情報の参照

が必須である．例えば「製品のサイズを小さくして欲しい」というユーザーニーズに対し

て「誰が，何のために，どのような状況で，どのように製品を使用していて，どのような

困りごとが発生しているのか」といったことが分からなければ「本当に対象ユーザーの声

か？」「製品のどの部分のサイズを小さくすればいいのか？」「どこまで小さくすれば良い

のか？」といった疑問が解決できない．それを解決する手法が対象ユーザーを具体的に表

現するペルソナ手法であり，人間中心設計手法の中でも特に重要な手法であることは第 1

章で述べた． 

しかし，業務用製品開発を考えた場合，図 1-7 で示したように製品の操作者と購買決

定者が異なる場合が多く「誰が」を考えることは容易ではない．また，図 1-9 で示した

ように複数の操作者により使用されることや，施設の方針などから独特の使用方法となる

ことがあり「どのような状況で」を考えることも容易ではない．このようなことから，業

務用製品開発にペルソナ手法を適用しようとした場合，コンシューマー製品を対象とした

先行研究の内容をそのまま活用することはできない．本章ではペルソナ手法に関してどの

ような先行研究があるかを調査し，その結果の分析から業務用製品開発に適したペルソナ

手法を提案する． 
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2.2. ペルソナ手法に関する先行研究 

2.2.1. ペルソナ手法の原点 

 

「The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy 

and How to Restore the Sanity」[1,2] 

 

Alan Cooper がペルソナ手法を提案した原著である．Alan Cooper は幅広いユーザ

ーが満足する製品を作ろうとする場合，機能をなるべく多くして最大の人間に対応す

るべきだという考えは間違っているとしている．さまざまなユーザーによる視点が異

なる多数のニーズを満足させようとすれば，当然相反するニーズも含まれているため，

それぞれのユーザーから見ると不必要な機能がたくさん搭載されることとなり，使い

にくく，一貫性が無く，魅力が無い製品になってしまう．例えば，キャスター付きキ

ャリーバッグは一般大衆向けに開発されたものではなく，航空機の客室乗務員用に開

発された．客室乗務員のことを徹底的に考えて混雑した空港や航空機の通路で荷物を

運べ，かつ航空機内に収納できるバッグを開発した．結果として空港や航空機内で使

いやすいバッグができあがり，広く一般の旅行客にも受け入れられるようになった． 

このように，対象ユーザーを具体化し仕様を検討することができれば満足度の高い

製品を生み出すことができる．しかし，単に対象ユーザーのことを考えようというだ

けでは厳密性が無いため，開発メンバーごとにイメージする対象ユーザー像がばらば

らになってしまったり，自分の都合の良いように対象ユーザー像を変化させてしまっ

たりすることもできる．そのような状態では開発メンバーで共通認識が持てないため

協力し合えなくなり，また対象ユーザー像が場面によって変化してしまう（Alan 

Cooper は「ゴムのユーザー」と表現している）ため本当に対象ユーザーが求めるも

のを考えることもできなくなる．そういった問題を解決するツールとして，対象ユー

ザーを具体的かつ厳密に描く「ペルソナ」を提唱した． 
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ペルソナ手法を用いなくても，製品の企画や設計に携わる担当者は，それぞれ対象ユー

ザーをイメージしながら活動しているはずである．しかし，それを明確化しなければ各担

当者がイメージするユーザー像が異なってしまう可能性がある．想定するユーザー像が異

なれば，各担当者が必要だと考える機能，性能もばらばらになってしまう．その結果，で

きあがった製品はちぐはぐな仕様を持ったものとなってしまい，販売する対象市場に対し

て，ある機能は必要以上にハイスペックであるが，ある機能は物足りないというような売

りにくい製品になってしまう恐れがある．ペルソナ手法を用いることにより，担当者が想

定するユーザー像が同じものとなり担当者間で共通認識が持てる．機能，性能に関して共

通認識を持ったうえでのディスカッションが行えるため，統一感のある仕様の検討ができ

るようになる[3]．また，ペルソナ手法によりユーザー像が具体化されると，このユーザ

ーならこの機能はもっとこうしたほうが喜ぶのではないかというような創造的なアイデ

ィアが創出できるようになる．さらに，ユーザビリティ評価を実施する際にも，対象ユー

ザーに近い実験協力者をリクルートしたり，社内実験協力者が対象ユーザーになりきって

テストを実施したりすることにより，運用上の不具合を効果的に発見できるようになり製

品の品質を高めることができる． 

2.2.2. ペルソナ手法の応用に関する先行研究 

ペルソナ手法は人間中心設計プロセスの「ユーザーと組織の要求事項の明示」の実行た

めに非常に効果的な手法であるが，Alan Cooper が述べているペルソナは操作者個人であ

り業務用製品開発に適合しているとはいえない．したがって，業務用製品開発に適合させ

るために参考になると考えられるペルソナ手法の応用に関する先行研究を調査した． 

 

「ユーザーセンタード・デザインの展開(3) ペルソナ手法の活用」[4] 

 

ペルソナの構築方法を手順化し，わかりやすく説明している．初めてペルソナを構

築する者にとって，指針となる非常に価値の高い研究である．ユーザーを定義するた

め，基本情報として名前，年齢，性別，家族，環境，特徴（身体，認知，文化，性格，

興味）のほか，ユーザーの役割（どのような人が製品の利用者か），ユーザーの目標

（利用者と利害関係者がどのようなことを達成したいのか），ユーザーの好みの 4 つ
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の概念でまとめることを提案している．ユーザーの役割や目標という概念は，業務用

製品の場合では，製品を導入する施設や組織の役割や目標と置き換えることができる

など，ペルソナ手法を業務用製品開発に適合させるうえで参考となる事柄が多い．た

だ，研究自体は人物像を作るためにどのようにインタビューするか，人物像を使って

どのようにデザインするかといったものである．業務用製品開発の場合，仕様検討に

おいて利用者の人物像を考慮するのはもちろんのこと，装置を設置する施設や組織の

方針，文化や外部環境などを考慮しなければならず，本研究結果をそのまま使用する

ことはできない． 

 

「サービス工学のためのペルソナ概念を用いたシナリオモデリング」[5] 

 

サービス工学は，医療，飲食や通信分野などのサービスを工学的に研究しようとす

るものである．ここでいうサービスとはサービスの受給者が状態変化を起こす行為と

定義されている．サービスの受給者をレシーバと呼ぶが，レシーバが不満足から満足

へ状態変化を起こすにはどうすれば良いかを考える．レシーバの表現方法についてペ

ルソナ手法を用いること，複数のレシーバが存在するため複数のペルソナを作成する

ことを提案している．過去，サービスは経験と勘に頼ってきておりギャンブル的な要

素が強かったが，ペルソナ手法を用いることにより関係者にレシーバについての共通

認識が生まれ，質の高いサービスが検討できると述べられている． 

人，機器やソフトウェアなどを統合してひとつのサービスとなるためペルソナの存

在は大きいであろう．また，レシーバは異業種のサービスも受けるため，同じペルソ

ナを用いて異業種のサービス間での連携も可能という提案もあり興味深い．しかしな

がら，説明されているレシーバ＝個人であり，コンシューマー向けのサービスが念頭

に置かれたものとなっている．個人のペルソナを複数作成するという考え方は，複数

の利害関係者が存在する業務用製品開発を考えるうえで参考とすることができるが，

例えば，企業に対しての宅配サービスを検討する場合，荷受けの担当者や発送の依頼

者などの個人のレシーバの状態変化だけを考えれば良いわけではなく，対象とする企

業全体の発送数や荷物のトラブルに対する考え方なども考慮に入れなければならな

い．業務用製品への適合を考える場合には個人だけではなくもっと広くユーザーを捉

えなければならず，カスタマイズが必要であろう． 
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「 Lessons Learned from Using Personas and Scenarios for Requirements 

Specification of Next-Generation Industrial Robots」[6] 

 

産業用ロボットの開発プロジェクトにおいて，プロジェクトが多くのサブプロジェ

クトで構成されることから，サブプロジェクトが各々のビジョンを持ってしまいプロ

ジェクト全体で共通したビジョンが持てないという課題があった．課題解決のためユ

ーザー訪問し，行動観察と顧客インタビューからペルソナを作成し共通認識を持てる

ようにした． 

ペルソナの構築にあたり，Jakob Nielsen が述べているペルソナ構築方法を参照し

たが，追加で行わなければならないことがいくつかあった[7]．ひとつは，グローバ

ル市場でのペルソナの使用を考えたことである．基本となるペルソナの名前や写真に

変更が必要となったことを始め，この時点でペルソナを追加することとなった．次に，

産業用ロボットのコンセプトが安全性であったため，ペルソナの作業状況や業務フロ

ーなど安全にかかわる記述を詳細に行う必要があったことである． 

このような追加の作業に起因し関係者の中でユーザーに対する共通認識が深まっ

たとのことである．従来のペルソナにとらわれず，製品およびプロジェクトに必要な

要素をペルソナに含めたことが関係者の理解を深めたといえるのではないだろうか． 

2.2.3. ペルソナ手法の活用に関する先行研究 

先行研究はペルソナを作成するまでを述べているが，作成したペルソナの活用方法につ

いては説明されていない．ペルソナ手法により「ユーザーと組織の要求事項の明示」が可

能となるが，そこからどのように「設計による解決策の作成」を行うかを明確にしなけれ

ば単にペルソナを作成しただけになってしまう．そのためペルソナの活用方法に関する先

行研究を調査した． 

 

「Enhancing Personas with Their Main Scenarios」[8] 

 

ペルソナには名前や顔写真を含めるが，例えば顔写真からは顔のステレオタイプに

依存して無意識に先入観が生まれてしまい，意図しない情報が伝わってしまうのでは
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ないかという問題点を指摘している．論文では，従来の顔写真を付けたペルソナと，

顔写真はシルエットに変更してシナリオを中心に記述したペルソナとを用意し，実験

協力者にそれぞれしばらく閲覧させ，どの程度ペルソナの情報を記憶しているかをテ

ストした．また，一か月後にも同様テストを行った．その結果，実験協力者は 1 回

目，2 回目のテストともにシナリオ中心に記述したペルソナの方が，より情報を正確

に記憶できていることが分かった． 

顔写真を付けたペルソナの場合，顔のステレオタイプから得られる情報が，記憶し

た情報にバイアスをかけてしまい正確性を失わせてしまったと考えられる． 

 

「ペルソナ作って，それからどうするの？ ユーザー中心デザインで作る Web サ

イト」[9] 

 

ペルソナをもとに試作を作ろうとした場合に，作業工程に断絶が起きてしまうとい

う問題点があり，その原因はペルソナを作成するものと設計作業を行うものとの職能

の違いからコミュニケーションが図れないことだとしている．そして，従来のペルソ

ナに関する書籍は，この溝を埋めるための具体的な方法論に触れていないと問題提起

をしている．これはペルソナ手法に限ったことではなく，人間中心設計プロセス自体

に「ユーザーと組織の要求事項の明示」から「設計による解決策の作成」へ移る段階

で具体的なデザイン案に落とし込むための手法が明確にされていないことに問題が

あると指摘している．デザインに関わるメンバーにビジョンがあれば，ペルソナを使

うことによりいくつかのユーザーの要求に対する解決案のアイディアが生まれるか

もしれないが，それでは属人的な能力に依存してしまうとともに散発的で網羅性が無

い．したがって，ペルソナから仕様書や設計案を作成するための具体的な手技，手法

を構築しなければならないと説明している．ただ，フロー図や要求一覧表などツール

の作成を提案しているものの，対象にしているペルソナがウェブサイトの構築を目的

としたものであり，業務用製品開発にはそのまま適用することはできない． 
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2.2.4. ペルソナ手法に関する先行研究のまとめ 

 

 

タイトル メリット デメリット
The Inmates Are Running the
Asylum: Why High Tech
Products Drive Us Crazy and
How to Restore the Sanity

ペルソナという考え方を提唱
した．

ユーザーセンタード・デザイ
ンへの展開(3) ペルソナ手法
の活用

ペルソナの構築方法を提案し
た．

サービス工学のためのペルソ
ナ概念を用いたシナリオモデ
リング

ペルソナを複数作成すること
を提案した．

Lessons Learned from Using
Personas and Scenarios for
Requirements Specification
of Next-Generation Industrial
Robots

産業用ロボットの仕様を検討
するうえで，従来のペルソナ
に業務の状況などを付加し
た．

操作者の業務状況を描くにと
どまっており業務用製品に十
分適合しているとはいえな
い．

Enhancing Personas with
Their Main Scenarios

従来の顔写真が含まれるペル
ソナにとらわれず，どのよう
なフォーマットにすれば情報
が良く伝わるかを検討した．

人物像の情報伝達にとどまっ
ており業務用製品には適合し
ない．

ペルソナ作って，それからど
うするの？　ユーザー中心デ
ザインで作るWebサイト

ペルソナから設計へと展開す
るための手技，手法の必要性
を説明している．

操作者などのペルソナからの
展開にとどまっており業務用
製品には適合しない．

操作者などの人物像を描くに
とどまっており業務用製品に
は適合しない．

 

  

先行研究ではペルソナ手法の有効性が十分に示され，また，コンシューマー製品のユー

ザーに対するペルソナの構築方法が明らかにされている．しかし，業務用製品開発への適

合という観点では，複数のユーザーのペルソナとその関係を構築するという提案があった

ものの，具体的にどのような手順で複数のペルソナを作成するかは述べられていない．ま

た，業務用製品の場合は，製品を設置する施設の環境や利用者間のコミュニケーションな

表 2-1 ペルソナ手法に関する先行研究一覧
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ども製品仕様に影響を与えるため．複数の利用者のペルソナとその関係だけでは要素の抽

出が不足していると考えられる． 

その中で，産業用ロボットの仕様検討のためペルソナに業務状況を付加するという提案

があることは興味深い．業務用製品においては操作者などの人物像を描くだけでは仕様検

討が難しいことを示していると考える．また，これらのペルソナに含まれる情報をどのよ

うにすれば関係者にうまく伝えられるかという研究も存在した．さらに「ペルソナ作って，

それからどうするの？」という書籍のタイトルからも分かるように，ペルソナから論理的

に企画や設計に展開する人間中心設計手法が無いことは大きな問題である．いくら業務用

製品開発に適合したペルソナ手法を構築しても，その内容が必要なメンバーに伝わらなか

ったり，たとえ伝わったとしても手法が無いため属人的に企画や設計をしたりするようで

は意味が無い．したがって，本研究において業務用製品のための要素を網羅したペルソナ

の構築方法の検討が必要であることは当然ながら，業務用製品を開発するメーカーの製品

ライフサイクルにペルソナをいかに適合させることができるかの検討が重要である． 

 

2.3. システムペルソナを中核とするフレームワークの提案 

2.3.1. 既存のペルソナ手法の課題 

ペルソナ手法は人間中心設計プロセスの「設計による解決案の作成」「要求事項に対す

る設計の評価」において対象ユーザーを想定するうえで必要となる特に重要な手法である．

それにもかかわらず，先行研究にコンシューマー製品開発のためのペルソナを作成する研

究は存在するものの，業務用製品開発のためのペルソナに関する研究はほとんど無いとい

っても良い．当然，業務用製品開発のためのペルソナを用いた論理的な企画，設計手法も

存在しない． 

 

 



 

- 34 - 
 

 
 

 

コンシューマー製品開発においては，比較的，新製品サイクルが短いことから図 2-1

のようにペルソナからアイディアを創出し，プロトタイプを用いたユーザーテストにより

ユーザーの受容度を確認，受け入れられなかった場合は再度アイディア創出を行うという

試行錯誤を繰り返しながら製品化の道筋をつけていくことが可能である．したがって，対

象ユーザーを具体的にイメージできさえすればよく論理的に企画や設計へと展開する手

法は必要性が無いのかも知れない．しかし，このような方法では，アイディアの創出やプ

ロトタイプの作成が担当者の経験やスキル任せとなり，属人的でアウトプットのばらつき

が大きくかつ手戻りも多くなる．日用品が多くプロトタイプの作成が容易で評価がしやす

いコンシューマー製品であればこういった方法も可能ではあるが，専門的な業務で使用さ

れる業務用製品では容易にユーザーテストができず，また大規模な開発となり手戻りコス

トも大きくなることから試行錯誤を繰り返すことは難しい． 

2.3.2. システムペルソナを中核とするフレームワーク 

本研究では既存のペルソナ手法の課題を解決するため，以下のとおり提案を行う． 

 

(1) 表1-2で示したコンシューマー製品と業務用製品の違いを考慮した業務用製品開発

に適合するペルソナの構築方法を提案する．業務用製品の対象ユーザーを明確化するた

めには，前述のとおり操作者を具体化するだけでは不十分である．製品を設置する施設

や組織の環境や利用者間のコミュニケーションなども製品仕様に影響を与える．当然，

組織の業務目標，業務状況や業務フローなども製品仕様に影響を与えるだろう．このよ

図 2-1 コンシューマー製品開発におけるペルソナ手法の位置付け 
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うに人物像を描くだけでは業務用製品の対象ユーザー像としては不足しており，施設や

組織などを含めたユーザーのシステムを描かなければならない．したがって，本研究で

は対象ユーザーのシステムを具体化した業務用製品開発に適合するペルソナを提案す

る．このペルソナを従来の操作者を具体化したペルソナと区別するため「システムペル

ソナ」と呼ぶこととする． 

 

(2) システムペルソナを製品ライフサイクル「企画プロセス」「設計プロセス」「品質

保証プロセス」において活用できる手法を提案する． 

 

システムペルソナを構築するだけではなく，それを論理的に活用するための手法を含む

フレームワークを構築しなければ実効性に乏しい提案となる．したがって，本研究では図

2-2 に示すようにシステムペルソナを中核とした人間中心設計手法群で構成される「シス

テムペルソナを中核とするフレームワーク」を提案する． 

 

2.4. まとめ 

本章では，ペルソナ手法に関する先行研究の調査から既存のペルソナ手法の課題を抽出

し，業務用製品開発に適したペルソナ手法とそれを活用する手法群「システムペルソナを

中核とするフレームワーク」を提案した．次章以降，フレームワークを構成する各手法の

構築を行う．  

図 2-2 システムペルソナを中核とするフレームワーク 
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3. システムペルソナの構築 
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3.1. はじめに 

第 1 章で述べたように，人間中心設計プロセスの中でも「ユーザーと組織の要求事項

の明示」において開発する製品の対象ユーザーを明確にすることは最も重要な活動である．

その代表的な手法がペルソナ手法であるが，先行研究の調査結果から業務用製品開発に適

したペルソナ手法は確立されていない状況であることが分かった．当然，それを活用する

手法も確立されていない．このようなことから第 2 章において「システムペルソナを中

核とするフレームワーク」を提案したが，本章では，フレームワークの中核となる手法「シ

ステムペルソナ」を構築する． 

 

なお，本章は日本感性工学会論文誌に採択された原著論文「施設ペルソナ 業務用製品

開発のためのペルソナ構築事例」に基づいて記載したものである[1]． 

 

3.2. 業務用製品開発へのペルソナ手法の導入課題 

業務用製品を開発するメーカーにおいてペルソナ手法を導入しようとする場合，担当者

はペルソナ手法に関するビジネス書や学会発表などを参考に導入を試みるであろう．しか

しながら，書籍や論文で紹介されているペルソナ手法は，菓子の消費者や家電の操作者な

ど，購買決定者と操作者が同一であるコンシューマー製品の事例であり，消費者や操作者

個人の人物像を作成したものがほとんどである．業務用製品は操作者が対価を支払うわけ

ではなく，例えば，検体検査機器であれば病院の設備予算で購入されるため，操作者と購

買決定者の関係を始め，施設を取り巻くステークホルダーの理解が重要であり，消費者や

操作者個人を考えればよいコンシューマー製品での事例をそのまま適用できない．このた

め関連各部門がペルソナ手法の有用性を理解できず，導入が進まないことが想定された．  

実際に検体検査機器を開発する SY 社にてコンシューマー製品での事例を参考に，企画

部門，設計部門，品質保証部門，営業部門やサービス部門などで構成される社内有識者チ

ームにより，操作者である臨床検査技師のペルソナの作成を始めたが「操作者が満足して

も製品が売れるわけではない」「操作者のペルソナからでは製品に必要な処理速度といっ
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た要求仕様が導けない」「製品の大きさはどうやって決めるのか」などといった疑問の声

が相次いだ．特に企画部門と設計部門からペルソナ手法を利用しても仕様決定につながら

ないと判断され，有用性が理解されなかったのである． 

 

3.3. 提案手法「システムペルソナ」 

3.3.1. 概要 

コンシューマー製品開発におけるペルソナについては，ビール製造会社や菓子製造会社

がエンドユーザー（業務用製品での操作者に相当）のペルソナを作成するなど，企業での

実践事例が多く紹介されている[2-5]．コンシューマー製品であれば，エンドユーザーと

購買決定者が同一であることが多いため，エンドユーザーのペルソナの目的を満たし，嗜

好に合致し，価格が予算範囲内である製品を提供できれば，その製品のエンドユーザーの

顧客満足度が向上し売り上げ増につながることが容易に想像できる．したがって，コンシ

ューマー製品開発にはペルソナ手法がよく用いられるのであろう． 

一方，業務用製品開発におけるペルソナはあまり知られていない．図 1-7 で示したよ

うに業務用製品は操作者と機種選定者が同一とは限らず，さらには購買決定者が異なる場

合もある．検体検査機器であれば操作者は臨床検査技師であるが，最終的な機種の選定を

行うのは管理者である技師長で，購買を決定するのは予算執行の責任者である購買部とい

う場合もありうる．また，購買決定の仕組み以外について考えてみると，チームで業務に

あたる場合は操作者が一人とは限らないため，チーム間のコミュニケーションが使用方法

に影響を与えるであろう．さらに，使用場所や頻度についても病院の検査室において診療

時間内に一定の業務フローに従い使用されるため，検査室の運営方針や病院の規模などの

影響を受けるであろう． 

このようなことから，仕様決定に際しても操作者のペルソナを作成するだけでは不足が

ある．例えば，複数の臨床検査技師が製品を使用する組織であれば，操作者間で製品の状

態や検査の進捗などの情報の引き継ぎが発生するため，それらを考慮した画面設計が必要

となる．製品の処理速度を決めるためには検査室が処理しなければならない検体の数が必
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要であり，製品の大きさを決めるためには検査室のテーブルのサイズや通路の幅が必要で

ある． 

 

 

 

エンドユーザーの意思で自由に使用されることが多いコンシューマー製品と，ある目的

に沿って施設に設置される業務用製品の間には表 1-2 で示した相違点があり，業務用製

品の仕様を決定するには，図 3-1 で示すように製品を使用する施設のヒエラルキーを包

含した情報が必要となる．しかし，表 2-1 にまとめたとおり先行研究では，ペルソナ手

法を提唱した Alan Cooper が述べているペルソナが操作者の人物像を表しているのを始

め[6,7]，業務用製品の事例であっても操作者の安全を検討するために業務状況や業務フ

ローを表している程度である．業務用製品特有の購買決定フローや施設，組織の状況など

を考慮したペルソナ手法の構築を試みた研究は知られておらず，業務用製品開発にペルソ

ナ手法を用いようとしても拠り所がない．このようなことから，ペルソナ手法が顧客満足

度の高い製品を開発するための有効な設計手法であるにも関わらず，業務用製品開発には

効果的に利用されていない状況である．したがって，本研究では操作者の基本情報，役割，

目標や好みだけではなく，図 3-1 で示した施設のヒエラルキー全体をスコープとし，さ

らに業務用製品の仕様を決定するために必要な施設や組織の基本情報，役割や目標，業務

フローなどの要素を含めたシステムペルソナを構築する．  

図 3-1 施設のヒエラルキー 
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3.3.2. 先行研究におけるペルソナ構築手順 

Alan Cooper の著書[6,7]および山崎の論文[8]により，操作者などの人物像を明確にする

ペルソナについての構築方法が明らかにされている．これをもとに業務用製品開発に適合

するシステムペルソナの構築方法を検討する．先行研究で述べられている構築手順は以下

のとおりである<1>． 

 

(1) 関連情報の取得 

(2) ユーザー定義表の作成 

(3) キャスト候補の検討 

(4) キャスト候補を対象にユーザー調査の実施 

(5) キャストの決定 

(6) 主要ペルソナの決定 

 

なお，ここでいうユーザーとはエンドユーザーを指している． 

3.3.3. システムペルソナ構築手順 

先行研究で述べられているペルソナの構築手順をもとに，システムペルソナの構築手順

を検討する． 

 

(1) 関連情報の取得 

この手順では対象ユーザーを定義するために必要となる情報を収集する．業務用製品を

開発するメーカーでは営業日報，サービス訪問記録やサポートセンターへの電話内容の記

録などが存在し，利用状況に関するデータが日々集まっているため，改めて取得方法を検

討する必要はない． 

 

(2) ユーザー定義表の作成 

この手順ではエンドユーザーの基本情報，役割，目標，好みという 4 つの概念を用い

て，ペルソナを検討するために必要な要素を抽出する．エンドユーザーの基本情報とは名
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前，年齢，家族構成，性格，興味やスキルなどの情報，エンドユーザーの役割とは利用者

と利害関係者の役割の整理，エンドユーザーの目標とは利用者と利害関係者が製品を利用

しどのようなことを達成したいのか，エンドユーザーの好みとは製品に対してどのような

好みがあるのかである．何を知れば対象ユーザーのことを理解でき，製品の仕様を検討で

きるのかを念頭に要素を抽出する．ただし，表 1-2 で示したようにコンシューマー製品

と業務用製品との間に多数の相違点があることを考慮しなければならない．従来のペルソ

ナはコンシューマー製品を対象としたものであることから，業務用製品を対象としたシス

テムペルソナの要素については見直しが必要である．したがって，表 1-2 で示した違い

に沿ってシステムペルソナに必要な要素を検討する．  

 

(a) 新製品サイクル 

コンシューマー製品は開発期間が短いものが多いため製品企画が立案された時点

でペルソナを作成し，ペルソナが満足するような製品を開発すれば対象ユーザーに

受け入れられることが想定される．一方，業務用製品は開発期間が長いため製品企

画の立案段階でペルソナを作成しても，発売時期には対象ユーザーの状況が変化し

てしまい製品が受け入れられなくなる可能性がある．そのため業務用製品の仕様を

決定するために利用するシステムペルソナは，将来のユーザー像を表現できる必要

がある． 

 

(b) 価格 

コンシューマー製品は比較的安価であることが多く，エンドユーザーの小遣いなど

エンドユーザー自身の予算で購入することが可能であるため，エンドユーザーの趣味，

嗜好などが重要な要素となる．一方，業務用製品は高価であることが多く設置する施

設の予算で購買されることが多い．したがって，エンドユーザー個人の興味により購

買を決定するようなことは無く，複数人により議論され組織として購買を決定するこ

とになる．そのためシステムペルソナには組織が購買を決定するために考慮する要素

を含める必要がある． 
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(c) 操作者 

コンシューマー製品は図 1-8 で示したように利用環境がさまざまであるため，さま

ざまな場面でエンドユーザーの行動に影響を与える「エンドユーザーの目標」「エン

ドユーザーの性格や興味」などの要素が重要となる．一方，業務用製品では図 1-9 で

示したように複数のエンドユーザーが存在するため，システムペルソナはそれらを包

含する必要がある．また，その要素も業務で利用するためエンドユーザー個人の目標

や興味だけではなく施設や組織の目標なども必要となる． 

 

(d) 購買決定者 

コンシューマー製品は図 1-6 で示したようにエンドユーザー個人の意思決定によ

り購入が決定されることが多いため，エンドユーザー個人を描いて，その人物像を理

解できるようにすれば良い．一方，業務用製品では図 1-7 で示したようにエンドユー

ザーと購買決定者が異なる場合が多く，操作者の人物像が満足する仕様や機能を搭載

していれば売れるわけではない．そのため，購買決定に至るまでのフローを明確にす

るとともに，購買決定に関わる人物の人物像を具体化する必要がある． 

 

(e) 設置場所，設置スペース 

コンシューマー製品は図 1-8 で示したように利用される場所や利用シーンが特定

できない場合が多い．したがって，想定されるすべての状況で利用できる大きさや重

さなど考慮した製品仕様を検討してしまうと，小さければ小さいほど良い，軽ければ

軽いほど良いといったように際限が無くなってしまう．そのようなことから，コンシ

ューマー製品では特にエンドユーザーの興味を惹くようなセールスポイントとなる

利用シナリオを特定し，そのシナリオを満足させる仕様を考えることになる．一方，

業務用製品では図 1-9 で示したように施設の設備として特定の場所に設置されるこ

とがほとんどであり，また一度設置されると移動されることもあまりない．したがっ

て，設置場所のレイアウト，テーブルのサイズや床の強度などが分かれば，製品の大

きさや重さを必然的に決定することができる．そのためシステムペルソナの要素には，

サイズや重量といった製品のスペック表に記載される仕様を検討するために必要な

施設情報を含める． 
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(f ) 使用頻度 

コンシューマー製品は前述のとおり利用される場所や利用シーンが特定できない

ことから利用頻度もその時々によって異なる．そのためどの程度の利用頻度に合致し

た仕様にするかを検討する際も，エンドユーザーの興味を惹くようなセールスポイン

トとなる利用シナリオを特定し，そのシナリオを満足させることを考える．一方，業

務用製品は施設の設備として特定の場所に設置され組織の業務を遂行するために利

用される．組織の業務は日々大きく変化するものではなく，ある程度ルーチン化して

いる場合が多いことから組織の業務フローは特定が可能である．したがって，業務用

製品はエンドユーザーの興味を惹くシナリオを満足させるのではなく，業務フロー上

のシナリオを満足させる仕様を検討すれば良い．そのためシステムペルソナには業務

フローや業務フロー上の出来事などを含める必要がある． 

 

(g) 使用に関する制約 

コンシューマー製品はエンドユーザー自身が購入し，エンドユーザーの趣味嗜好で

利用することが多いため，その利用方法に関して別の誰かからの指示に従ったり，誰

かと協議のうえ決定したりすることはあまりない．一方，業務用製品は施設や組織の

予算で購入され業務を遂行するために利用されることから，その利用方法に関しては

施設の理念，組織の方針や上司の指示に従ったり，製品を共用する同僚と協議のうえ

決定したりする必要があり，エンドユーザーが自由に使用できるわけではない．そう

いった制約条件は製品仕様に影響を与えることが考えられるため，システムペルソナ

の要素には施設や組織の方針や目標，エンドユーザーの上司や同僚の人物像，その間

の関係性やコミュニケーションの状況などを含めなければならない． 

 

(h) 製品使用の結果生じた成果物の利用者，サポート 

コンシューマー製品はエンドユーザーの趣味嗜好で利用するため，製品を使用した

ことに起因し生じた結果をどのように扱うかはエンドユーザーの考え方次第である．

一方，業務用製品は業務を遂行するために利用することから，製品を使用したことに

起因し生じた結果は組織のアウトプットとなるため上司などへの報告が必要となる．

また，製品にトラブルが発生し，結果が出力できない状態になった場合，コンシュー

マー製品であればエンドユーザーが我慢をすれば他に影響を与えないが，業務用製品
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であれば組織の業務に影響を与えるため迅速に解決しなければならず，トラブル時の

サポート体制は非常に重要である．このように業務用製品の利用状況はステークホル

ダーの影響を受けるため，システムペルソナにはステークホルダーの人物像を含める

必要がある． 

 

(i) 設置後のバージョンアップ 

コンシューマー製品は売り切りの場合が多く販売後にバージョンアップすること

はあまりない．スマートフォンのようなネットワーク製品であれば，製品価値を維持

するためや不具合修正のためにソフトウェアのバージョンアップを行うケースは見

られるが，その場合であってもエンドユーザーはバージョンアップを期待して製品を

購入している訳ではなく，あくまでも仕様に納得して購入を決定している．したがっ

て，エンドユーザーは複数の製品を比較し，その中から自身の判断で購入する製品を

決定する場合がほとんどであろう．購入後，見込み違いで仕様が物足りないことが分

かったとしても，自身で選んだ製品であるため我慢をするしかない． 

一方，業務用製品の場合はメーカーの営業担当者が「新製品を購入すれば施設の困

りごとを解決することができる」などとアピールし販促活動を行う．施設側の購買決

定者は営業担当者の話に納得して購入を決定する場合が多く，購入後，仕様が物足り

ないことが分かれば話が違うと感じクレームになる可能性がある．コンシューマー製

品とは異なり業務で使用する製品であるため，仕様が物足りないと業務が滞ってしま

うことも考えられクレームが強くなる恐れもある．そのようなことから，メーカーは

クレームを解決するためにソフトウェアのバージョンアップで対応しようとするか

も知れない．しかし，他のユーザーが同製品を既に業務で使用していればその運用に

影響を与えるかも知れず，一斉にバージョンアップをすることは困難となり施設ごと

に個別対応せざるを得ない．海外へも製品を販売している場合，こういったクレーム

が海外で発生するとさらに対応が大変になってしまう．そのためシステムペルソナに

は，業務フローや業務フロー上の困りごとなどを含め施設の運用に適合する仕様を検

討するための要素を含める必要があるとともに，海外の施設との違いを表現できるよ

うにしなければならない． 
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(a)～(i)の分析から抽出した業務用製品開発に適合するシステムペルソナに必要な要件

や要素は表 3-1 に示すとおりである．従来のペルソナは人物像を具体化したものであっ

たが，システムペルソナは人物像だけでも複数のエンドユーザー，購買決定に関わる者，

上司や同僚などが必要であり，それ以外にも業務フローや施設情報などが必要となる． 

 

 

システムペルソナに必要な要件や要素

新製品サイクル 将来のユーザー像を表現できる

価格 組織が購買を決定するために必要となる要素

操作者
複数のエンドユーザーの目標や興味，組織や施
設の目標などの要素

購買決定者
購買決定に至るまでのフロー，購買決定に関わ
る人物像

設置場所

設置スペース

使用頻度 業務フローや業務フロー上の出来事など

使用に関する制約
施設や組織の方針や目標，エンドユーザーの上
司や同僚の人物像，その間の関係性やコミュニ
ケーションの状況など

製品使用の結果生じた成果物の利用者

サポート

設置後のバージョンアップ
業務フローや業務フロー上の困り事など
海外の施設との違いを表現できる

サイズや重量といった製品のスペック表に記載
される仕様を検討するために必要な施設情報

ステークホルダーの人物像

 

 

システムペルソナは対象ユーザー像を具体化するものであり，表 3-1 にある将来のユ

ーザー像の表現と海外の施設との違いの表現については，構築したシステムペルソナを活

用して将来のシステムペルソナ，海外のシステムペルソナを描く必要があるだろう．シス

テムペルソナに必要な要件や要素を整理すると図 3-2 のとおりとなる．これらを表 3-2

のように表形式で表したものがユーザー定義表である． 

表 3-1 システムペルソナに必要な要件や要素
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施設 管理者 ステークホルダーA

方針 年齢 年齢
規模 性別 性別
レイアウト 目標 目標
文化 ・・・ ・・・
・・・ エンドユーザーA ステークホルダーB

組織 年齢 年齢
目標 性別 性別
教育体系 目標 目標
コミュニケーション ・・・ ・・・
・・・ エンドユーザーB ・・・

責任者 年齢 ・・・
年齢 性別 ・・・
性別 目標 ・・・
目標 役割 ・・・
・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・  

図 3-2 システムペルソナの要素と活用 

表 3-2 ユーザー定義表 
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(3) キャスト候補の検討 

この手順ではキャストの候補を作成する．キャストとはペルソナの候補でありペルソナ

との関係は図 3-3 に示すとおりである． 

 

 

 

表 3-3 に示すように例えば責任者の年齢であれば，20 代，30 代，40 代・・・という

ようにユーザー定義表の要素ごとに選択肢を設定し，表 3-4 に示すように選択肢をなる

べく自然に見えるように組み合わせて複数の人物像を作りキャスト候補とする．システム

ペルソナの場合は人物像だけではなく複数のシステム像を作りキャスト候補とすること

になる．この時点では検証されておらず仮説に過ぎないため「候補」と呼ぶ．  

 

 

方針や目標 コスト優先 安全優先 スピード優先 ・・・
規模 大規模 中規模 小規模 ・・・

　テーブルのサイズ60cmx60cm 120cmx80cm ・・・
　通路の幅 80㎝ 100cm 120cm 140cm以上
　・・・ XXXX XXXX

組織
方針や目標 XXXX XXXX XXXX XXXX
目標 XXXX XXXX XXXX
コミュニケーションXXXX XXXX XXXX XXXX
勤務体系 XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX

責任者
年齢 20代 30代 40代 50代
性別 男性 女性
目標 XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX

施設

レイアウト

 

図 3-3 キャスト候補，キャスト，ペルソナの関係 

表 3-3 選択肢の設定 
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方針や目標 コスト優先 安全優先 スピード優先 ・・・
規模 大規模 中規模 小規模 ・・・

　テーブルのサイズ60cmx60cm 120cmx80cm ・・・
　通路の幅 80㎝ 100cm 120cm 140cm以上
　・・・ XXXX XXXX

組織
方針や目標 XXXX XXXX XXXX XXXX
目標 XXXX XXXX XXXX
コミュニケーションXXXX XXXX XXXX XXXX
勤務体系 XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX

責任者
年齢 20代 30代 40代 50代
性別 男性 女性
目標 XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX
・・・ XXXX XXXX XXXX

レイアウト

施設

 

 

(4) キャスト候補を対象にユーザー調査の実施 

この手順ではキャスト候補に近いユーザーをリクルーティングし，インタビューなどの

定性調査を実施する．キャスト候補は仮説であるため調査により検証を行う．システムペ

ルソナの場合はキャスト候補に近い施設の情報収集，行動観察による業務フローなどの調

査が必要となり，また人物に対してもエンドユーザーだけではなく購買決定に関わる人物

やステークホルダーなどへのインタビュー調査が必要となる．エンドユーザーだけを調査

すれば良い従来のペルソナと大きく異なる点である． 

 

(5) キャストの決定 

この手順では定性調査結果を用いてキャスト候補の検証を行い，必要であれば修正しキ

ャストを完成させる．システムペルソナであっても同様の手順で良いだろう． 

 

(6) 主要ペルソナの決定 

この手順では複数のキャストから対象ユーザーとするペルソナを決定する．システムペ

ルソナであっても同様の手順で良いだろう． 

表 3-4 キャスト候補の検討 
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手順をまとめると，従来のペルソナと提案するシステムペルソナの構築手順の違いは表

3-5 のとおりとなる． 

 

 

ペルソナ構築手順 システムペルソナ構築手順

（1）関連情報の取得
対象ユーザーを定義するために役立つ
情報を取得する．

同左

（2）ユーザー定義表の作成
ユーザーの基本情報，役割，目的，好
みを表す要素を抽出する．

人物だけではなく，施設，組織の要素も
抽出する．

（3）キャスト候補の検討
抽出した要素を組み合わせてペルソナ
候補の仮説を行う．

同じ

（4）キャスト候補を対象に
　　  ユーザー調査を実施

ユーザー調査により，ペルソナ候補の
仮説の検証とユーザーの困り事や本質
的欲求を抽出する．

エンドユーザーだけではなく購買決定に
関わる人物などへのユーザー調査が必
要．さらに施設，組織の調査が必要．

（5）キャストの決定
ユーザー調査結果を分析しペルソナ候
補を確定させる．

同じ

（6）主要ペルソナの決定
ペルソナ候補から製品のターゲット
ユーザーとするペルソナを決定する．

同じ

  
 

3.4. 検証実験 

3.4.1. 目的 

提案するシステムペルソナの構築方法に従って，実際に検体検査機器の対象ユーザーに

ついてのシステムペルソナを作成し，構築方法の検証を行うものである．合わせて，今後，

同様の実験を行う際の参考とするため作業量の計測を行う． 

表 3-5 ペルソナと提案するシステムペルソナの構築手順の違い 
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3.4.2. 方法 

SY 社にてコンシューマー製品での事例を参考に臨床検査技師のペルソナを作成し，そ

の有用性に疑問を感じた企画部門，設計部門，品質保証部門，営業部門やサービス部門な

どから構成される社内有識者チーム（以降，チームメンバーと呼ぶ）を実験協力者として

検証実験を行った．実験は提案するシステムペルソナの構築手順に従い，検体検査機器の

対象ユーザーである「病院」のシステムペルソナを作成した． 

 

 

年代 性別 職種
30代 男性 企画
40代 男性 設計（ハード）
40代 男性 設計（ソフト）
20代 女性 設計（デザイン）
30代 女性 品質保証
30代 男性 営業
30代 女性 サービス（フィールドサービス）
40代 男性 サービス（フィールドサービス）
40代 男性 サービス（サポートセンター）
40代 男性 サービス（サポートセンター）  

3.4.3. 結果 

（1）関連情報の取得 

SY 社内に過去製品に対する要望やクレームなどの情報が多く蓄積されており，また

有識者チームでの実験であることから，メンバーのユーザーに関する知識が豊富であっ

たため，改めて情報を取得する必要はなかった． 

 

（2）ユーザー定義表の作成 

業務用製品開発を考えた場合，ペルソナ手法の問題点は操作者の人物像を描いている

に過ぎない点であった．つまり，業務用製品に適合させるためには人物像という枠組み

を取り外し，製品の仕様を決定する際にどのような要素が必要かまで立ち戻り構築を開

始する必要がある．そのようなことから，チームメンバーはサポートセンターへの問い

表 3-6 チームメンバー（実験協力者）の属性 
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合わせ内容や苦情の内容など社内に存在する顧客情報の読み合わせをしたり，営業部門

やサービス部門などの市場を良く知るチームメンバーを中心にブレインストーミング

を行ったりすることにより，従来のペルソナである人物像の構築というフレームにとら

われることなく，対象製品を企画，設計するうえで必要となる要素について抽出した． 

要素抽出は次の手順で行った．まず，チームメンバーは，従来機種のスペック表の各

項目を決定するためにはどのような情報が必要かという観点で要素を抽出した．表 3-7

のように検体処理能力を検討するために時間当たりの最大検体数，機器の寸法を検討す

るために検査室の広さやテーブルのサイズといった要素である．その結果，開発する製

品のターゲットとなる施設の環境，規模や購買決定フローなど施設や組織に関わる要素

を抽出することができた． 

 

  

スペック項目 必要な要素
検体処理能力 時間あたりの最大検体数
記憶検体数 1日あたりの最大検体数
測定項目 検査のオーダー
使用検体量 検体の状態
試薬量 許容されるランニングコスト

消耗品補給部 1日あたりの最大測定数
外部出力機能 ネットワーク環境

騒音 検査室のレイアウト
寸法 検査室の広さ、テーブルのサイズ
重量 エレベーターの重量制限

使用条件(温度） 設置場所の空調、気温
使用条件(湿度） 設置場所の空調、気温
使用条件(気圧） 設置場所の高度
使用条件(電源） 設置場所の電源状態
操作支援機能 教育状況
セキュリティ 施設の情報管理ルール  

 

次に，組織に属する人々をグループ化し，それぞれのグループの考え方，業務フロー

や環境などの要素をブレインストーミングにより抽出した．組織全体の人物を考えなけ

ればならないため，操作者としては，新人やベテランなど複数の臨床検査技師に関する

要素を抽出した．それに合わせて，臨床検査技師間の引き継ぎなどのコミュニケーショ

ンについての要素も抽出した．さらに，購買決定に関わる人物も重要であるため，現場

の意見をとりまとめ購入希望機種を決定する技師長，購入機種の最終決定を行う購買部

表 3-7 スペック表の各項目を決定するために必要な要素 
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門の担当者などに関する要素も抽出した．検査結果の報告先である医師の目標や考え方

は検査部門の行動に影響を与えるため，ステークホルダーとして要素を抽出した．また，

各人物は施設や組織のルールや風土に従い行動することが考えられるため，施設や組織

の目標や役割など人物の行動に影響を与える要素も抽出した．それらの関係は図 3-4

となり，抽出した要素をまとめたユーザー定義表は表 3-8 のとおりとなった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 抽出した要素の関係 
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施設 組織 人物（医師） 人物（技師長）
理念・目標 理念・目標 目標 目標
種別 運営 責任 責任
立地 技師数 年齢 年齢
診療科 シフト 性別 性別
夜間緊急検査 装置使用年数 ー 体力・体格
病床数 1日の検体量 性格 性格
医師数 検体のピーク 趣味 趣味
人事 検体の状態 職種 職種
コミュニケーション 環境（広さ・うるささ） 勤務時間 勤務時間
教育 環境（温度・湿度・気圧） 役割 役割
コスト意識 電源 ー PCスキル
セキュリティ ネットワーク環境 ー 装置利用経験
人物（臨床検査技師：ﾍﾞﾃﾗﾝ） 人物（臨床検査技師：中堅） 人物（臨床検査技師：新人） 人物（購買部）
目標 目標 目標 目標
責任 責任 責任 責任
年齢 年齢 年齢 年齢
性別 性別 性別 性別
体力・体格 体力・体格 体力・体格 ー
性格 性格 性格 性格
趣味 趣味 趣味 趣味
職種 職種 職種 職種
勤務時間 勤務時間 勤務時間 勤務時間
役割 役割 役割 役割
PCスキル PCスキル PCスキル ー
装置利用経験 装置利用経験 装置利用経験 ー  

 

（3）キャスト候補の検討 

抽出したそれぞれの要素について選択肢をブレインストーミングにて列挙した．こう

いった情報は社内の暗黙知になっていることが多く，合意形成の妨げとなるため書き出

すことが重要であった．チームメンバーでも，選択肢の妥当性が分からないなど不明点

があればこの時点で明確にした．選択肢の書き出しが終われば，要素ごとの選択肢を組

み合わせていきシステムペルソナ候補を作成した．ここで，単にすべての選択肢の組み

合わせを考えるとシステムペルソナ候補が膨大な数になってしまうため，チームメンバ

ーで協議し市場のセグメンテーションを考える際に特に重要な要素を決定したうえで，

その要素を起点とした組み合わせを検討した．検体検査機器では「病院種別」を重要な

要素と判断したため，中核病院の場合，立地は都市部，夜間緊急検査あり，病床数は

100-300 床，医師数は 50-100 人といったように組み合わせを検討した．このように

起点を決めることによって，それに紐づく要素を容易に組み合わせることができた．中

核病院の検討結果は表 3-9 のとおりとなった．同様に病院種別ごとに組み合わせを検討

し表 3-10 のとおりシステムペルソナ候補を複数作成した． 

 

表 3-8 ユーザー定義表 
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理念・目標 信頼 質が高い 先進的 地域に貢献 心のこもった 迅速 向上心 連携
種別 検査センター

（拠点）
検査センター
（ブランチ）

大学病院 中核病院 検診センター クリニック
（開業医）

立地 都市部 地方
内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 神経内科 糖尿病内科 腎臓内科 人工透析内科 外科 整形外科
形成外科 心臓血管外科 脳神経外科 小児科 泌尿器科 皮膚科 精神科 眼科 耳鼻咽喉科 麻酔科
産婦人科 リウマチ科 放射線科 リハビリテー

ション科
歯科 緩和ケア科 脳卒中科

夜間緊急検査 あり なし
病床数 600以上 300-600 100-300 5-100 5未満
医師数 100以上 50-100 10-50 5-10 5未満
人事 積極的に採用 例年通り採用 新規採用なし 削減を実施
コミュニケーション 全スタッフで

活発
一部の部門間
で活発

部門内では活
発

部門内でも風
通しが悪い

教育 計画的 個人任せ 余裕なし
コスト意識 ほぼ希望が通

る
交渉次第では
希望が通る

相談はできる
がコスト優先

非常にシビア

セキュリティ 非常に厳しく
管理

患者データに
関してのみ厳
しく管理

管理はしてい
るが特別厳し
くはない

無頓着

理念・目標 信頼 質が高い 先進的 地域に貢献 心のこもった 迅速 向上心 連携
運営 病院 外注
技師数 50以上 30-50 20-30 10-20 5-10 5未満
シフト 3交代 2交代 交代なし
1日の検体量 1500以上 1000-1500 700-1000 400-700 200-400 100-200 50-100 50未満
検体のピーク 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 午後 夜間
ピーク時間のオーダー数 500以上 400-500 300-400 200-300 100-200 50-100 20-50 20未満
検体の状態 問題なし 少量の検体 採血後時間の

経った検体
凝固した検体

環境（広さ） 100m x 20m 50m x 50m 20m x 20m 20m x 10m 10m x 10m 10m x 3m
環境（うるささ） とても静か 会話に支障な

し
多少注意すれ
ば会話は可能

大きな声を出
さないと会話
ができない

うるさくて我
慢できない

環境（温度：上限） 40℃以上 35℃以上 30℃以上 30℃未満
環境（温度：下限） 氷点下 5℃以下 10℃以下 10℃以上
環境（湿度：上限） 90％以上 80％以上 70％以上 60％以上 60％未満
環境（湿度：下限） 10％以下 20％以下 30％以下 40％以下 60％以上
環境（気圧：下限） 700hPa以下 800hPa以下 900hPa以下 900hPaより高

い
電源 安定 不安定（年に

数回停電）
不安定（月に
数回停電）

ネットワーク環境 無線LAN 有線LAN なし

コストダウン 学会発表し名
を上げたい

迅速な検査報
告

正確な検査報
告

問題なく1日が
終わること

お金を稼ぐ 出世 誤報告をしな
い

人手作業を減
らす

医療の質の向
上

診療ニーズへ
の合致

地域に貢献 世間水準への
適応

なれない装置
で検査をこな
せる

効率よく稼ぎ
たい

もっと遊びた
い

病院から怒ら
れたくない

みんなから慕
われたい

早く家に帰り
たい

ゆっくり休み
たい

仕事を覚えた
い

新しい装置を
触りたい

転職したい 技師長になり
たい

間違いなく装
置の操作をす
る

問題発生時の
報告

時間内に結果
を報告する

アルバイトの監
督責任

正確な結果を
報告する

コスト要求を
守る

消耗品を切ら
さない

新人教育 夜間緊急検体
の結果を報告
する

効率的なシステ
ムの構築・管
理

システムの障害
発生の防止

検査結果の説
明責任

検査の質の向
上

検査業務の効
率化

年齢 20代 30代 40代 50代
性別 男性 女性
体力・体格 重たいものが

持てない
ずっと立って
いるとしんど
い

普通 かがむと腰が
痛い

性格 怒りっぽい せっかち 寡黙 話好き 思慮深い 面倒くさがり 人好き 機械嫌い 忘れっぽい 几帳面
趣味 テレビゲーム ペット 子育て ネイル 車 スポーツ観戦 スポーツ・格

闘技
SNS ショッピング 特になし

職種 医師 臨床検査技師 購買部
勤務時間 昼間（早出） 昼間（通常） 夜間（当直）
役割 検査室の管理

業務（人員・
コスト）

研究 検査（補充） 検査（鏡検） 検査（精度管
理）

検査（装置操
作）

検査（バリ
デート・報
告）

検査（障害復
旧）

検体管理 在庫管理

PCスキル 低：PCにほと
んど触ったこ
とが無い

中：メール・
ブラウザ程度

高：PCカスタ
マイズ

装置利用経験 別分野の装置
のみ

なし 1年未満 1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年以上

責任

施設

診療科

組織

人物（臨床検査技師：ﾍﾞﾃﾗﾝ）
目標

  

 

 

 

表 3-9 システムペルソナ候補 
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種別 検査センター
（拠点）

検査センター
（ブランチ）

大学病院 中核病院 検診センター クリニック
（開業医）

立地 都市部 地方 都市部 都市部 都市部 地方
夜間緊急検査 なし なし あり あり なし なし
病床数 5未満 5未満 300-600 100-300 5未満 5未満
医師数 5未満 5未満 100以上 50-100 5未満 5未満
技師数 10-20 10-20 20-30 10-20 5未満 5未満
シフト 3交代 2交代 2交代 2交代 2交代 交代なし
1日の検体量 1500以上 1500以上 700-1000 400-700 1500以上 50-100
検体のピーク 夜間 夜間 9-10 9-10 9-10 10-11
ピーク時間の
オーダー数

500以上 400-500 300-400 200-300 100-200 50-100

 

 

（4）キャスト候補を対象にユーザー調査の実施 

（5）キャストの決定 

（6）主要ペルソナの決定 

複数のシステムペルソナ候補の中から，対象製品のターゲットとなるシステムペルソナ

を選択した．システムペルソナの選択は，ターゲット市場の選択であるため，会社の戦略

で選ぶ，市場規模の大きさで選ぶなどの方法が考えられる．本実験では中核病院を選択し

た． 

次に，この時点でのシステムペルソナは，あくまでも仮説であるため，営業部門等に依

頼して仮説のシステムペルソナに近い施設を探し，表 3-11 のとおり合計 13 施設におい

てインタビュー調査と行動観察を行い検証した．システムペルソナの要素の中でも，業務

フローと業務フロー上の出来事や困りごとは，業務の効率化を求めて購入される業務用製

品を開発するにあたって特に重要であるため，事前準備として選択したシステムペルソナ

の業務フローを表 3-12 のとおり詳細化した．この業務フローに沿ってインタビューを行

うことにより業務フロー上の出来事や困りごとを網羅的に抽出できると考え，図 3-5 の

ように一日の業務の流れに沿ったインタビューシートを作成した．ただ単に製品について

インタビューを行うと業務で使用する製品であることから，業務の効率化につながるよう

な機能，性能についての回答ばかりになってしまう傾向があるが，一日の業務の流れに沿

って質問することによりユーザビリティに関する問題や始業前や終業後など製品を使用

する前後の問題点なども聞き出すことができた．また，インタビューシートを作成し一定

表 3-10 システムペルソナ候補一覧 
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の質問をできるようになったことから，複数のユーザー調査であっても回答の統合と分析

が容易となった．このようなインタビューシートを用いたインタビュー調査により不明点

の確認や詳細情報の収集を行い，仮説が間違っている要素や追加が必要な要素があれば修

正，加筆や追加を行った．インタビュー調査結果は図 3-6 のとおりである（全文は付録 デ

ータ A,B 参照）．最後にインタビュー調査結果を図 3-7 のように発話内容をセンテンスご

とに付箋に書き出し，グルーピングして整理を行うことにより図 3-8 のとおりシステム

ペルソナ（人物モデルは図 3-9 に示す）が完成した． 

 

 

年代 性別 職種
インタビュアー
行動観察

議事録
行動観察

関東 E総合病院 40代 男性 臨床検査技師 設計（デザイン） 営業
関東 G病院 40代 男性 臨床検査技師 企画 設計（デザイン）
関西 S市立病院 50代 女性 技師長 設計（デザイン） 設計（ソフト）
関西 F病院 30代 男性 臨床検査技師 設計（デザイン） 設計（ソフト）
関西 KI大学附属病院 40代 男性 臨床検査技師 設計（ソフト） 営業
関西 O大学附属病院 40代 男性 臨床検査技師 設計（ソフト） 営業
中国 O病院 40代 男性 臨床検査技師 企画 サービス（フィールドサービス）
中国 S病院 50代 女性 技師長 企画 サービス（フィールドサービス）
中国 K成人病センター 50代 男性 技師長 企画 サービス（フィールドサービス）
中国 K病院 40代 女性 臨床検査技師 企画 サービス（フィールドサービス）
九州 T病院 30代 女性 臨床検査技師 企画 設計（デザイン）
九州 S病院 30代 男性 臨床検査技師 企画 設計（デザイン）
九州 KU大学附属病院 20代 女性 技師長 企画 設計（デザイン）

病院種別地域

チームメンバーインタビュイー

 

表 3-11 調査対象と調査実施者 
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表 3-12 業務フローの記載 

困り事/不明点

入院 外来 A B C D

1:00 仮眠 2 仮眠中に検体が届いた場合どうしてい
るか？

～ 4

6:00

7:00 入院患者検
体採取

装置状態の
確認

50 装置状態の確認のため，一人早く出勤
している．

8:00 外来受付開
始

検査の準備 100

9:00 80 朝の引き継ぎは何をしているか？

10:00 業務のピーク 10 装置のエラーが発生すると検査が滞る．

11:00 業務のピーク 10 検査が多い医師が診療する日は，さら
に業務量が増える．

12:00 順番に休憩

13:00 オペ時間開
始

10

14:00 10 オペ中の緊急の検体はあるか？

15:00 10

16:00 外来受付終
了

5 1日の業務報告はどのような内容か？

17:00 オペ時間終
了

5 夕方の引き継ぎは何をしているか？

18:00

19:00 装置シャット
ダウン

24時間の業務の場合，装置のシャット
ダウンと再起動が面倒．

20:00 装置立ち上
げ直し

21:00 夜間緊急受
付開始

22:00 装置状態の
確認

23:00 2 夜間にトラブルが発生した場合の対応
は？

0:00 仮眠 2

時刻 施設 検査室
臨床検査技師のシフト検体数
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所要 経過

時間 時間

　3. ルーチン中 25分 25分

各フローごとの作業について

Q18 ・検査の準備についてお伺いします。

当日の業務量はどのように把握されますか？

曜日

曜日や休み明けで想像する　

病棟では少ない人多い日では倍くらい違う　　月水が多い(病棟）　特定の曜日だけ至急が多いので２倍くらいの体感

検査の前の準備作業はどのようなものがありますか？（掃除、装置立ち上げなど）

コントロールを溶かす⇒試薬の準備⇒QC⇒スタート　　

試薬残量などを確認されますか？　試薬の取扱いはどうされていますか？

前日

消耗品の補充はどうされていますか？

前日

精度管理はどのタイミングで実施されていますか？

朝一

準備で一番大変ことは何ですか？

機械が３台あり、コントロールを使いまわすので１台目が失敗すると後が進まない

Q19 ・測定業務についてお伺いします。

１日どれくらいの検体を測定されますか？　ピーク時の1時間当たりの検体量はどれくらいでしょうか？
MAX４００くらい？(休み明けの月曜日など)　平均で３００弱
朝８時から８時半がピーク　 病棟の８０％の検体が集中する　　平均１００検体　

外来患者さまの検体は誰が採血していますか？　病棟の検体は何時ころ誰が採血したものでしょうか？
外来は技師　病棟は看護師

3-1

 
 図 3-6 インタビュー調査結果（抜粋） 

図 3-5 インタビューシート 
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図 3-7 調査結果の分析 

図 3-8 システムペルソナ 

図 3-9 システムペルソナ 

     （人物モデル） 
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（作業量） 

システムペルソナの要素抽出は，チームメンバーによる 3 時間の会議で完了すること

ができた．過去に市場調査やフィールドサービスなどの経験があるチームメンバーは，仕

様を検討する際に自分が知っている施設の運用やユーザーの困りごとなど，何らかの要素

をイメージしていることが分かった．それらを書き出すだけでもシステムペルソナの概要

ができあがる．個々のチームメンバーの知識を文書化し共有するという点で価値のある作

業であった．次に，取りうる値を抽出し要素ごとの値を組み合わせてシステムペルソナ候

補を作成したが，こちらも 3 時間の会議で完了した． 

システムペルソナの詳細化については，機能，性能を決めるための要素は書き出せるも

のの，ユーザビリティ向上のために重要な要素である業務フローが書き出せなかった．ユ

ーザーの業務に対する理解がチームメンバーによって異なっていたためである．設計部門

は業務フローのスタートを「装置の電源 ON」とするなど，装置を使うシーンのみを業務

フローとしてしまう傾向があった．しかし，営業部門やサービス部門から参加しているチ

ームメンバーの意見により，朝の掃除や装置の点検など業務全体のフローをカバーするこ

とができシステムペルソナの仮説が完成した．この会議は 5 時間を要したがシステムペ

ルソナの詳細化における議論を通じて，チームメンバーが分かっていなかった要素に気付

くことができ，インタビュー調査で確認する項目を明確にすることができた． 

次に，仮説のシステムペルソナに近い実際の施設の臨床検査技師に対してインタビュー

調査を行い，仮説の妥当性検証と不明箇所の調査を行った．業務用製品の場合は業務の合

間にインタビューを実施することになるため，極力，時間を短くする必要があった．イン

タビュー項目が多くなっていたため，まず行動観察を行い，インタビューをせずとも分か

る項目を先に見つけてインタビュー項目を減らし実施した．行動観察（3～6 時間）とイ

ンタビュー（1 時間）を 1 施設あたり 2 人で行い，合計 13 施設で実施した．  

3.4.4. 考察 

システムペルソナは従来のペルソナである人物モデルに加え，施設モデル，組織モデル，

業務フローや業務フロー上の出来事，困りごとで構成される．施設モデルは，組織が属す

る施設全体の規模，文化や施設を取り巻く外部環境など，組織モデルは，人物モデルが属

する部門の規模や方針，コミュニケーションのあり方などで構成される．人物モデルにつ
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いても，新人やベテランの臨床検査技師など複数の操作者，購入希望機種を決定する技師

長，購買決定に事務的な観点から関わる購買部門担当者や検査結果を利用する医師が含ま

れる．このように，システムペルソナは業務用製品のユーザビリティ，機能，性能やカタ

ログスペックを検討する際に影響を与える要素をまとめたものである．システムペルソナ

の要素に合致する業務用製品を開発すれば，製品は施設や組織のニーズを満たし，かつ操

作者，購買決定者や医師など人物のニーズを満たすことができると考えられる． 

なお，システムペルソナの構築にあたり実施したインタビュー調査であるが，新たな施

設でインタビューを実施しても，既に得られた情報と同じものしか得られなくなったため

本実験では13施設で調査を完了した．調査についてどの程度の施設数が妥当であるかは，

製品の規模や顧客の業務の複雑さなどにより変わることが考えられ，今後議論が必要であ

ろう． 

 

3.5. まとめ 

本章では，従来のペルソナが人物像を具体化するにとどまり，コンシューマー製品開発

には利用可能であるものの業務用製品開発には適さないという課題を，人物像の枠組みを

外し，施設像や部門像までを具体化するシステムペルソナという形にカスタマイズするこ

とにより解決した．以降の章にて，このシステムペルソナを中核とするフレームワークを

構成する手法群を提案する． 
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4. フレームワークを構成する手法の検討 
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4.1. はじめに 

第 2 章で業務用製品開発へペルソナ手法を活用するフレームワーク「システムペルソ

ナを中核とするフレームワーク」を提案し，第 3 章で業務用製品開発に適合するペルソ

ナ「システムペルソナ」を構築した．本章では，以下の手順により「企画プロセス」「設

計プロセス」「品質保証プロセス」においてフレームワークの構成要素となるシステムペ

ルソナを活用するために必要な人間中心設計手法を検討し，それらを業務用製品開発に適

合するようにカスタマイズするための準備を行う． 

 

（1）「企画プロセス」「設計プロセス」「品質保証プロセス」における人間中心設計手

法は数多く知られている[1]．しかし，コンシューマー製品開発を対象とした先行研究

は多く知られているものの，業務用製品開発を対象とした先行研究はあまり知られて

いない．本研究では，そういった少ないながらも存在する先行研究について，各手法

のメリット，デメリットを分析し「企画プロセス」「設計プロセス」「品質保証プロセ

ス」においてカスタマイズを行うべき基となる手法を明確にする． 

 

（2）本研究の目的は（1）で明確にした手法を業務用製品開発に適合するようにカス

タマイズを行うことである．対象物が置かれている環境や状況を把握すれば，日本人

は物事をそれらに適応させる高い技術力を持っている（付録 補遺 1 参照）．この特性

を考慮すれば，本研究の成果物の利用者である業務用製品を開発するメーカーを具体

的に描くことにより，そこへ適合するように人間中心設計手法を的確にカスタマイズ

することができると考える．したがって，本研究では業務用製品を開発する架空の企

業を設定することとする．架空企業の設定にあたっては，まず人間中心設計プロセス

の導入に取り組んでいる業務用製品を開発するメーカーへ，アンケート調査やインタ

ビュー調査による人間中心設計プロセスの活用度調査を実施し，製品ライフサイクル

の各プロセスにおける担当部門の役割，人間中心設計プロセスの導入状況や阻害要因

などの情報を収集する． 
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（3）次に複数のメーカーの調査結果を分析し，人間中心設計プロセスの導入を行おう

とするメーカーの典型的な環境や状況を導き出す．事実に基づいて業務用製品を開発

する架空の企業を設定し，人間中心設計手法をカスタマイズするための準備を行う． 

 

なお，本章における「人間中心設計プロセスの活用度調査」についての記述は，日本感

性工学会論文誌に採択された原著論文「人間中心設計プロセス実践と阻害要因 企業調査

（2012 年）」に基づいたものである[2]． 

 

 

 

図 4-1 カスタマイズが必要な手法の明確化と架空企業の設定 
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4.2. 「利用状況の把握と明示」に関する先行研究 

「利用状況の把握と明示」では，アンケートやデータロギングなどの定量調査手法，イ

ンタビューや行動観察などの定性調査手法など数多くの手法が存在する．しかし，せっか

く収集した貴重な情報であるにもかかわらず，紙への記載や社内イントラネットへの登録

などで一度報告されると，そのまま放置され活用されないことが多い． 

業務用製品開発に人間中心設計プロセスを導入し製品力を高めるためには，手法に頼ら

ずともすでに充実している情報収集活動に加えて，さらに新たな情報収集手法を導入する

ことではなく，今ある情報をいかに利用するかに焦点を当てるべきである．したがって，

「利用状況の把握と明示」に関する新しい手法については研究の必要性が無い． 

 

4.3. 「ユーザーと組織の要求事項の明示」に関する先行研究 

第 2 章において，この手順の代表的な手法であるペルソナ手法に関する先行研究の調

査を行った． 

 

4.4. 「設計による解決案の作成」に関する先行研究 

4.4.1. 先行研究の課題 

人間中心設計手法には，インタビュー手法など「利用状況の把握と明示」のための手法

やペルソナ手法など「ユーザーと組織の要求事項の明示」のための手法は数多く存在する．

しかし，要求事項から具体的な製品の機能やユーザインタフェースにどのように展開すれ

ば良いか，解決案の導き出し方を明確に述べた「設計による解決案の作成」手法が存在し

ていない．e コマースのようなネットワークビジネスであれば，リリースと評価を繰り返

しながら妥当性の高い解決案に近づけていくことができるが，医療機器や産業機器などの

業務用製品は設置される施設の設備予算で購入されるため，簡単に買い替えるわけにはい



 

- 68 - 
 

かず，長期間にわたり発売時の状態のままで使用されることも多い．また，施設にて製品

の利用を前提とした業務フローが確立されると，業務フローを変更するような設計変更は，

操作者の教育やシフト体制の変更などが発生することもあり受け入れられないことが多

い．さらに，海外へ製品を販売した場合は距離の問題もありコスト面で設計変更が容易で

はなくなる．このようなことから，業務用製品はユーザーニーズを論理的に設計に展開し，

発売当初からそれに合致した仕様を検討しておく必要がある．非常に重要な手順であるに

も関わらず，この「設計による解決案の作成」における手法が貧弱であることが，人間中

心設計プロセスを業務用製品開発に適合させる際の最大の弱点といえる．例えば，医療機

器に関する次の研究がそれを物語っている． 

 

「医療機器の人間中心設計」[3] 

 

医療機器においては，ユーザビリティを考慮するために primary user である医療

従事者の context を考慮するだけではなく，患者の「不安感の除去」「不快感の除去」

「負担の除去」といった目的を達成するためには，secondary user である患者の

context も考慮しなければならないと述べている．しかしながら，実際に context of 

use から design solution を導き出すとなると，客観的な議論ができず，参加者間で

共有された概念の中で話を進めざるを得ないと問題提起している． 

 

利用状況を明確にしても，解決案を導き出すためには思考のジャンプが必要である．し

かしながら「設計による解決案の作成」のための人間中心設計手法は，例えば，実際にソ

フトウェアを開発する前に，紙やパワーポイントを用いて簡単な画面案を作り，それを用

いてユーザビリティ評価を実施することにより早期に課題を解決し，その後に実際の開発

を行い，手戻りを防ぐ「ペーパープロトタイピング」や，実際に音声認識機能を開発する

前に，実験協力者から見えないように陰に隠れた人が実験協力者の声に従い機械を操作す

ることにより，あたかも音声認識が実装されているかのように見せかけて評価を行う「オ

ズの魔法使い」といった手法などがある．しかし，これらの手法はいかに解決案を導き出

すかは示してはおらず，なんらかの方法で導き出した解決案をいかに効率よく評価するか

に焦点を当てているにすぎない．  
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4.4.2. ヒューマンデザインテクノロジー 

 人間中心設計として位置付けられている手法以外に「設計による解決案の作成」にあた

る手法では，顧客の声や利用状況から論理的に解決案を導き出す手法として「ヒューマン

デザインテクノロジー」や「QFD（品質機能展開）」という手法が知られている．ヒュー

マンデザインテクノロジーは，以下の手順でユーザーの要求事項から製品コンセプトを明

確にしていく[4]．  

 

 

最初に，図 4-2 のようにユーザーの要求事項のグループ化を行う． 

 

 

 

 

次に，図 4-3 のようにそれぞれのグループから上位概念を導いていきコンセプトにた

どり着く．その後，2 階層目（X，Y，Z）についてウェイト付けをし，デザインを行う際

の判断基準に用いる．このヒューマンデザインテクノロジーが前述の「ペーパープロトタ

イピング」や「オズの魔法使い」と大きく異なるのは，解決案の導き出し方についての述

べていることである．コンセプトとその構成要素のウェイトを明確にすることにより，な

図 4-2 ユーザー要求事項のグループ化 

図 4-3 構造化コンセプトの作成 
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ぜそのデザインにしたのかという問いに対して，その理由を論理的に答えることができる

ようになる． 

製品開発は多くのユーザビリティや技術上の課題を解決しながら進めていくが，コンセ

プトが不明確なまま解決案を検討した場合，解決案の方向性がばらばらとなり，都度，そ

れらを「ペーパープロトタイピング」や「オズの魔法使い」で確認したとしても，個別最

適はできるものの全体としての整合性が担保できる保証はない．その結果，暗黙知として

製品の方向性を共有できている熟練チームが開発にあたった場合は全体として整合性の

とれた製品になるが，そうではないチームの場合は完成度の低い製品となってしまい何度

も設計変更を行うなど手戻りが発生する．さらにいえば，熟練チームにしてみても，その

方向性がユーザーの望むコンセプトと一致しているかは不明であり，発売後にユーザーか

らのクレームが発生し設計変更を実施せざるを得ない状況に陥る可能性もある． 

ヒューマンデザインテクノロジーは，製品のコンセプトを構造化しウェイト付けを行う

ことにより，コンセプトに従った解決案を検討できるようになり開発の手戻りを防ぐこと

ができる．ヒューマンデザインテクノロジーでは，解決案の検討は「ベテランのデザイナ

ーアイディアやエンジニアが保有するモノづくりに関する知識を一般化し，モノづくりや

可視化の手がかりとなる項目」と定義された 70 デザイン項目（表 4-1）に対応させ，イ

ンタフェースの設計方針を決定するとしている． 

 

表 4-1  70 デザイン項目（抜粋）<1> 

（１） ユーザーインタフェース設計項⽬（29デザイン項⽬）
 1) 寛容性・柔軟性
   ユーザの知識、経験、習熟度、好みなどに応じて、機器が柔軟に対応できるようにする。
   ・・・
 10) ⼿がかり
   初めて接する場合、操作⽅法を忘れている場合の、操作、思考をするためのよりどころを与える。
   ・・・
 25) アフォーダンス
   ⼈の⾏動を誘発させるようにデザインする。（アフォーダンスは⼿がかりに近い概念ではあるが、⼿がかりより範囲が狭
   ・・・
   ・・・
（２） 感性設計項⽬（9デザイン項⽬）
（３） ユニバーサルデザイン設計項⽬（9デザイン項⽬）
（４） 安全（PL）設計項⽬（6デザイン項⽬）
（５） ロバスト（頑強性）デザイン項⽬（5デザイン項⽬）
（６） メンテナンス（保守性）項⽬（2デザイン項⽬）
（７） エコロジーデザイン項⽬（5デザイン項⽬）
（８） その他・ヒューマン・マシン・インタフェース関係項⽬（5デザイン項⽬）  
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しかし，ヒューマンデザインテクノロジーにおけるデザイン項目は汎用のため，業界独

特の，あるいは企業特有の項目は，各企業で独自にカスタマイズをする必要があると述べ

られており，このまま使用できるわけではない．例えば「消耗品の交換の手間を減らした

い」という要望があった場合，消耗品のボリュームを増やし交換回数を減らすのか，交換

時の操作手順を減らすのか，機能を削減してでも消耗品の数を減らすのか，具体的にどの

製品の構成要素で解決するかの決定方法までは言及されていない．  

4.4.3. QFD（品質機能展開） 

QFD（品質機能展開）は，図 4-4 に示す二元表と呼ばれるマトリクスを用いて，ユーザ

ーニーズと製品における品質要素を論理的に結びつける手法である[5]．手順としては，

まず二元表の行に親和させたユーザーニーズを並べる．それらに対して，顧客にとって重

要か，競合製品とのベンチマーク上必要かなどといった観点で点数付けを行いユーザーニ

ーズの優先付けを行う．次に，列に製品の品質要素を並べ優先が高いユーザーニーズを満

たすために重要な品質要素はどれかをマーキングする．これによりユーザーニーズを満た

すためには，どの品質要素にどのレベルまで力を入れるべきかの設計品質が論理的に明確

になる．  

 

 

 

 

図 4-4 二元表 
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つまり，QFD はユーザーニーズを論理的に設計品質に展開する方法であり，まさに人

間中心設計の欠点を埋めるものになりうると考えられる．ただ，ユーザーニーズの優先順

位付けにおいて顧客にとって重要なものを選ぶこととしているが，どのユーザーニーズが

顧客にとって重要なのかをどのようにして決めるかについては触れていない．したがって，

二元表の作成担当者個人の想像で優先度の高いユーザーニーズを決めてしまい兼ねず，業

務用製品が設置される施設や組織のユーザーニーズから選ばれるというよりは，イメージ

しやすい操作者個人の意見に近くなってしまうため，業務用製品として妥当なユーザーニ

ーズが選択されるかは疑問が残る．また，ユーザーニーズを品質要素に分解する際にどの

品質要素を重要と考えるかについても，二元表の作成担当者個人の判断となるため，過去

装置の実現方法と同様の品質要素を選んでしまうなど，顧客にとって重要な品質要素を選

択するというより，実現しやすい品質要素を選択してしまう可能性がある． 

ユーザーニーズから設計へ展開するには，少なからず思考のジャンプが必要である．「ヒ

ューマンデザインテクノロジー」と「QFD」はそれを小さくする可能性を秘めている．し

かしながら，両者とも汎用性が高すぎるため，担当者の判断が入り込む余地が大きい．業

務用製品は汎用性が低く，業務で使用されるため利用状況が限定的であったり，専門的な

知識を持ったユーザーのみが使用したりする．こういった業務用製品特有の要素を考慮し

た手法へとカスタマイズを行うことにより，思考のジャンプを減らし属人的ではなく論理

的に設計へ展開できるようにしなければならない．  

 

4.5. 「要求事項に対する設計の評価」に関する先行研究 

4.5.1. 業務用製品に適したユーザビリティ評価手法 

「要求事項に対する設計の評価」を行うためのユーザビリティ手法は数多く存在するが，

業務用製品に適したユーザビリティ評価手法とはどのようなものだろうか．業務用製品は，

医療機器や産業機器など大型の機器が多く，開発も大規模となるケースが多い．その場合，

製品がある程度できあがった段階でユーザビリティ評価を実施し問題点を抽出したとし

ても，開発の手戻り工数が大きく対策が困難である．また，医療機器などの公的機関への
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申請が必要となる製品の場合は，容易に設計を変更できないという事情がある．そのため，

業務用製品においては，開発のできるだけ早い段階に実施可能なユーザビリティ評価手法

を選択する必要がある． 

また，例えば，画面を要素ごとにはっきりと色分けしたデザインの電子カルテがあった

とする．これを「画面の要素は見分け易いか」という一般的な観点で評価した場合，ユー

ザビリティ上の問題点は無いと判断される．しかし，業務用製品はコンシューマー製品と

異なり業務で利用されるため，電子カルテであれば医師が病院の診察室で毎日 5 時間注

意深く画面を見るという特有の利用状況が想定される．そのような場合，はっきりと色分

けしたデザインでは医師は目が疲れてしまうことになる．こういった問題点が，実際にユ

ーザーが使用して初めて発覚すると，製品の満足度の低下につながるとともに，改修が必

要になれば経費がかさんでしまう．したがって，業務用製品特有の利用状況を考慮できる

ユーザビリティ評価手法を選択する必要がある．  

4.5.2. 認知的ウォークスルー法 

開発の早期に実施が可能なユーザビリティ手法として広く知られている認知的ウォー

クスルー法について特徴と課題を述べる． 

 

Cognitive walkthroughs: A method for theory based evaluation of user interfaces 

[6] 

 

Polson らが提案した認知的ウォークスルー法は，評価者が操作者とその利用状況

をイメージしたうえで，製品を利用する際に想定されるタスクの操作手順に従って，

手順ごとに操作者の認知過程「目標の設定（何をするかを設定する）」「探査（インタ

フェースを見て，どのような操作を行えば良いかを探査する）」「選択（最適と思われ

る操作を選択，実行する）」「評価（製品からのフィードバックを解釈し，自身のタス

クが間違いなく進んでいるかを評価する）」を推測し，ユーザビリティ上の問題点を

抽出する方法である． 

仕様書，操作フローや簡単なプロトタイプがあれば評価ができること，実際の操作

者を集めることなく社内の評価者で評価できることから，開発の早期に実施が可能で
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あり，業務用製品に適したユーザビリティ評価手法であるといえる[7-9]．また，ユ

ーザビリティ評価時に業務用製品特有の利用状況をイメージできるようにすれば，そ

れを考慮した問題点の抽出が可能であると考えられる．しかしながら「目標の設定」

「探査」「選択」「評価」というのは，抽象的かつ当たり前のチェック項目であり，こ

のままでは業務用製品のユーザビリティ上の問題点を的確に抽出できるとは考えに

くく，カスタマイズが必要であると考える． 

4.5.3. 認知的ウォークスルー法の応用 

認知的ウォークスルー法に関する先行研究について特徴と課題を述べる． 

 

開発の現場で利用しやすいユーザビリティ評価法の提案[10] 

 

開発の現場では，例えば「組み込み業界のユーザビリティ活動実態調査」のアンケ

ート調査結果でも分かるように，ほぼすべてのエンジニアがユーザビリティの重要性

は理解しているが，実際にはあまり改善活動を行っていない[11]．ユーザビリティの

改善活動にそれなりの工数がかかることが原因であり，もっと簡便なユーザビリティ

評価方法が必要だと述べている．そのようなことから，山口らは「目標の設定」「探

査」「選択」「評価」ごとにユーザビリティやユーザインタフェースの特徴についての

チェックリストを設けて評価するとしている． 

確かに，チェックリストを設けると評価の観点が明確になるため，スキルの高い評

価者を育成しなくても，現場で簡便に評価が可能であると考えられる．しかしながら，

付加するチェックリストが「画面のタイトルや説明文と，その画面の内容が適切か」

「関連する用語が分かりやすいか」など一般的な項目になっており，あくまでも評価

を簡便にすることを目的とした研究である．業務用製品における特殊な利用状況を考

慮したものではなく，コンシューマー製品向けの手法であることは変わりがない． 
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認知的ウォークスルー法に基づく業務システム向けユーザビリティ評価手法の提

案[12] 

 

使い勝手が悪い業務システムが多いのは，さまざまなユーザビリティ評価手法が業

務システムに対応していないためと問題提起している．そのため，認知的ウォークス

ルー法において，業務システムの利用者とその特性を適切に考慮するためにペルソナ

を導入するとしている．ペルソナは，要求者，部門承認者，購買局と複数作成し，ペ

ルソナが連携するビジネスプロセスを記述したうえで，認知的ウォークスルー法を行

うと述べている．要求者，部門承認者，購買局と 3 つのペルソナを作った点，ペル

ソナ間のコミュニケーションを考慮する点は，業務用製品開発においても非常に重要

であり参考となる．しかしながら，具体的なペルソナの項目やビジネスプロセスの内

容については述べられておらず，業務用製品開発に適合しているかどうかは判断でき

ない． 

4.5.4. ヒューリスティック評価法 

認知的ウォークスルー法と同じく開発の早期に実施が可能なユーザビリティ手法とし

て広く知られているヒューリスティック評価法について特徴と課題を述べる． 

 

Heuristic evaluation of user interfaces [13] 

 

Nielsen と Molich が提案したヒューリスティック評価法 は，3～5 名程度の評価

者が 10 項目のヒューリスティック原則 <2> 

 

(1) Simple and Natural Dialogue 

(2) Speak the User's Language 

(3) Minimize User Memory Load 

(4) Consistency 

(5) Feedback 

(6) Clearly Marked Exits 
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(7) Shortcuts 

(8) Good Error Messages 

(9) Prevent Errors 

(10) Help and Documentation 

 

を用いて製品やプロトタイプを使いながら，ユーザビリティ上の問題点を抽出する

手法である．簡単なプロトタイプや仕様書があれば評価が可能であり，実際の操作者

を集めることなく社内の評価者で評価できることから，開発の早期に実施できる業務

用製品に適したユーザビリティ評価手法であるといえる．また，ヒューリスティック

評価法は，最も一般的なユーザビリティ評価手法と言われており，Jeffrieset らの調

査によると，さまざまなユーザビリティ評価手法で同じ対象の評価を実施したところ，

最も多く課題を抽出することができた手法である[14]．ただ，10 項目のヒューリス

ティック原則は抽象度が高く一般的であるため，これらを用いて利用状況が特殊であ

る業務用製品のユーザビリティ上の問題点を的確に抽出できるとは考えにくい． 

4.5.5. ヒューリスティック評価法の応用 

 ヒューリスティック評価法に関する先行研究について，特徴と課題を述べる． 

 

問題発見効率の高いユーザビリティ評価法 －１．構造化ヒューリスティック評価

法の提案－[15] 

 

ヒューリスティック評価法は，10 項目のヒューリスティック原則を用いて評価す

るが，項目が認知性に偏っているなど 10 項目が内容的に整理されていない点，項目

を頭に置きながら評価するには 10 項目が上限の数ではあるが，結果的に評価者の注

意がその範囲に限定され，摘出される問題点の数がある程度の水準で頭打ちになって

しまっている可能性が考えられる点を指摘している． 

そのような課題があることから，黒須らは 10 項目のヒューリスティック原則を，

操作性，認知性，快適性などのカテゴリーに分類し，さらにその中を細かく分類する

方法を提案し「構造化ヒューリスティック評価法」と名付けた．評価者が一度に検討
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すべき範囲を限定しつつ，そのカテゴリーで問題点を発見した場合は，さらに細分化

されたチェック項目を参照するという方法で，オリジナルの手法より多くの項目をチ

ェックできるようにした．しかし，細分化されたチェック項目は「表示部位は必要な

情報を表示するに十分な広さを持っているか」「エラー警告音などは聞き易い大きさ

か」といった一般的な項目であり，業務用製品における特殊な利用状況を考慮したも

のではなくコンシューマー製品向けといえる．  

 

4.6. 人間中心設計プロセスの実践度合いを上げる研究 

人間中心設計プロセスの実践度合いを上げる方法については，いくつかの研究が行われ

てきた．例えば，人間中心設計プロセスの導入効果を具体的に示すことをきっかけにして，

実践度を上げようとする研究である．マネジメント層への導入効果を示す研究と，開発現

場への導入効果を示す研究があり，それぞれトップダウン，ボトムアップによる導入の促

進を期待したものであるといえる． 

前者では，（社）ビジネス機械･情報システム産業協会が，商品企画時における人間中心

設計プロセスの導入効果をまとめている[16]．上流の商品企画時において人間中心設計プ

ロセスを活用することがユーザビリティ向上に最も効果的であるとし，ユーザビリティが

向上した場合の期待効果を，開発コスト，市場損失コスト，売り上げ，お客様の利用品質

という観点で列挙している．しかし，導入のための具体的な方策が示されているわけでは

ない． 

後者では，谷川らが，人間中心設計を適用することにより得られる効果について，開発

プロセス（企画・提案，要件定義，設計・開発，テスト，リリース）とステークホルダー

（ユーザー・顧客，営業，設計開発，保守）のマトリクス表を用いて網羅的に説明してい

る[17]．これにより，開発現場への人間中心設計導入の動機付けの手段，および人間中心

設計を導入した開発プロジェクトがその効果を確認するための手段として活用できると

している．しかしながら，前述の研究と同じく，導入のための具体的な方策が示されてい

るわけではない．いずれの先行研究も具体的な効果，方策を示すには至っておらず，必ず

しも導入の促進につながるとはいえない．別のアプローチとして，早川らの研究では企業

の現場での実践度を上げて行く道筋を示すため，アンケート調査をもとに企業での人間中
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心設計プロセスの導入における個別プロセスの実践度合いと実践における阻害要因につ

いて明らかにしている[18]．その結果，阻害要因を取り除くための方策が明確になれば導

入が進むことが十分に考えられる． 

 

4.7. 先行研究のまとめ 

 

 

タイトル メリット デメリット
ヒューマンデザインテクノロ
ジー

コンセプトを作成することに
より，コンセプトに従った解
決案を検討することができ
る．

解決案の検討は汎用性が高い
指針に基づくものであり，設
計者のスキルに依存する可能
性がある．

QFD（品質機能展開） ユーザーの要求事項を論理的
に設計品質に展開することが
できる．

ユーザーの要求事項の選択方
法が属人的になる可能性があ
る．

 
 

人間中心設計プロセスの「設計による解決案の作成」では，「ペーパープロトタイピン

グ」や「オズの魔法使い」といった解決案を効率的に評価する手法は多く存在するものの，

どのように解決案を導き出すかについての手法はほとんど知られていない．業務用製品は

プロダクトアウト的なモノづくりが多く，ユーザーの要求事項が仕様に反映されない場合

が多い．ユーザーが望んでいても設計部門から見るとあまり面白くないテーマは不採用に

なったり，大多数のユーザーが望んでいないにもかかわらず営業部門の声が大きいテーマ

は採用になったりと誤った要求事項が選択され解決案が検討されることがある．しかし，

このような状況は設計部門や営業部門から見れば自身の声が反映されているので納得性

は高い．したがって，新しい手法を導入してユーザーの要求事項の選択方法や解決案の検

討方法を変えるためには．誰もが納得できる論理的な手順が必要である．先行研究では「ヒ

ューマンデザインテクノロジー」と「QFD」という二つの手法の考え方がそれに近いこと

が分かった．しかし，前者はユーザーの要求事項を具体的な機能に展開する部分，後者は

ユーザーの要求事項の優先順位付けを行う部分においての具体的な記述がなされていな

い．両者の良い点を融合させる形での研究が必要であろう． 

表 4-2 設計による解決案の作成に関する先行研究一覧
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タイトル メリット デメリット
Cognitive walkthroughs:
A method for theory based
evaluation of user interfaces

開発の早期に実施できる．実
際のユーザーでなくても評価
が可能．

評価項目が抽象的であり，業
務用製品の問題点を抽出でき
るかは疑問．

開発の現場で利用しやすい
ユーザビリティ評価法の提案

認知過程毎にユーザインタ
フェースの特徴についての
チェックリストを設けること
により簡便に評価を可能にし
た．

評価項目が一般的であり，業
務用製品の問題点を抽出でき
るかは疑問．

認知的ウォークスルー法に基
づく業務システム向けユーザ
ビリティ評価手法の提案

業務用製品を評価するため
に，業務用製品を利用する
ユーザーのペルソナを複数用
意することを提案している．

具体的な評価方法は示されて
いない．

Heuristic evaluation of user
interfaces

開発の早期に実施できる．実
際のユーザーでなくても評価
が可能．

評価項目が抽象的であり評価
者のスキルに依存する．ま
た，業務用製品の問題点を抽
出できるかも疑問．

問題発見効率の高いユーザビ
リティ評価法　－１．構造化
ヒューリスティック評価法の
提案－

ヒューリスティック評価法の
チェック項目を構造化するこ
とにより，より多くの問題点
を抽出できるようになった．

評価項目が一般的であり，業
務用製品の問題点を抽出でき
るかは疑問．

 

人間中心設計プロセスの「要求事項に対する設計の評価」では，開発のできるだけ早い

段階に実施可能なユーザビリティ評価手法が必要である．調査において「認知的ウォーク

スルー法」と「ヒューリスティック評価法」が，実際の製品ができあがっていなくても簡

単なプロトタイプがあれば評価可能であり，業務用製品の開発状況に適している手法であ

ることが分かった．しかし，両手法とも一般的なユーザビリティや認知過程のチェック項

目による評価であり，業務用製品のような特殊な運用方法が取られる製品の場合，一般的

なチェック項目は使えない可能性がある．このようなことから，本研究では「認知的ウォ

ークスルー法」と「ヒューリスティック評価法」をもとに，業務用製品の評価に特化した

手法へとカスタマイズを行う必要がある． 

このように先行研究における人間中心設計プロセスの各手法は，業務用製品開発に適合

させるためには図 4-5 のような課題を抱えていることが分かった．しかし，人間中心設

計プロセスのいずれの手順においても，そのままの形で業務用製品開発に適合する手法は

表 4-3 要求事項に対する設計の評価に関する先行研究一覧 
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知られておらず，人間中心設計プロセスにおける各手法を業務用製品開発に適合するよう

カスタマイズを行う本研究の必要性は高いと考えられる．  

 

 

 

 

このようなことから，システムペルソナを中核とするフレームワークを構築するために

カスタマイズが必要な手法は図 4-6 のとおりとなる． 

 

図 4-5 業務用製品開発へ適合させるための課題 

図 4-6 カスタマイズが必要な人間中心設計手法群 
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4.8. 人間中心設計プロセスの活用度調査の実施 

本研究では，業務用製品を開発する架空の企業を設定し，人間中心設計手法を架空の企

業に適合するようにカスタマイズする．したがって，架空企業を設定するために，人間中

心設計プロセスの導入に取り組んでいる業務用製品を開発するメーカーの調査を行った．

ISO13407 の登場をきっかけに，2000 年代前半から一部の業務用製品を開発するメーカ

ーで人間中心設計プロセスの導入が始まっている．2009 年に早川らは，企業の現場での

実践度を上げて行く道筋を示すため，アンケート調査をもとに企業での人間中心設計プロ

セスの導入における個別プロセスの実践度合いと実践における阻害要因について明らか

にした[18]．本研究では，早川ら同等の調査を実施し，2009 年の早川らの調査から 3 年

経った 2012 年において実践度は上がったのか，阻害要因は減ったのかといった最新の状

況を明らかにする．そして，両者を比較することにより企業において人間中心設計プロセ

スがどのように位置付けされているのかを明確にし，架空企業の設定のためのインプット

とする． 
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4.9.  アンケート調査 

4.9.1. 方法 

医療機器，事務用機器などの業務用製品を製造，販売するメーカー13 社で，各社内に

おいて人間中心設計プロセスの導入を担当しているなど，人間中心設計に対する知識が高

い人物に対してアンケート調査への協力を依頼した．回答者の内訳は表 4-4 のとおりで

ある． 

 

年代 性別 職種
30代 男性 設計（デザイン）
40代 男性 品質保証
30代 男性 品質保証
40代 男性 設計（デザイン）
40代 女性 企画
40代 男性 設計（デザイン）
30代 男性 設計（デザイン）
30代 男性 設計（デザイン）
40代 男性 企画
40代 女性 設計（デザイン）
40代 男性 設計（デザイン）  

 

アンケート調査は，表 4-5 に示すように人間中心設計プロセスを， 

（1）製品ライフサイクルに関わる基幹プロセス： 

戦略，企画，設計，品質保証，販売／サービス，長期モニタリング 

（2）実践度向上に寄与する支援プロセス： 

情報収集／活用，ユーザビリティ評価環境設備，ガイドライン／標準化， 

専門人財育成，啓蒙 

に分類し，個別プロセスに対して，表 4-6 に示すようなアンケート調査により「1.仕組

みとして確立されている」「2.一部商品・プロセスで実践している」「3.取り組まれていな

い」の 3 段階でその実践状況を確認した． 

表 4-4 アンケート調査対象者属性 
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30 PP2 ユーザーの利用状況調査
1.仕組みとして確立している
2.一部商品・プロセスで実践している
3.取り組まれていない

1

31 PP3 ユーザー要求の定義
1.仕組みとして確立している
2.一部商品・プロセスで実践している
3.取り組まれていない

2

32 PP4 プロトタイプの作成
1.仕組みとして確立している
2.一部商品・プロセスで実践している
3.取り組まれていない

3

 

 

次に，表 4-7, 表 4-8 に示すように，個別プロセスごとに「フィールドにおける行動観

察に協力してくれる実ユーザーを見つけられない」「フィールドにおける行動観察に時間

とコストがかかりすぎる．効率的な手法がない」など質問紙側で阻害要因の例を挙げ，表

4-9 に示すようなアンケート調査により「1.当てはまる」「2.一部当てはまる」「3.当ては

まらない」の 3 段階でその当てはまり度を確認した．さらに「上記外の阻害要因や課題

がありましたら記入ください」と自由記入による調査を行った． 

 

表 4-5 製品ライフサイクルにおける人間中心設計の個別プロセス 

表 4-6 アンケート調査票（実践度：抜粋） 
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SP戦略プロセス hPP19 個別ユーザーよりも大口顧客、販売要求、クレーム対応が優先される

hSP1 HCDに関する明確な取り組み方針がない hPP20 企画段階でプロトタイプを作成しない

hSP2 ユーザビリティが顧客にとって重要な品質の一つであるという意識がない hPP21 デザインコンセプト、プロトタ イプの評価がHCDの観点から行われていない

hSP3 HCDプロセスが社内で認知されていない DP設計プロセス

hSP4 HCDプロセス実践の費用対効果が不明確である hDP1 プロトタイプの作成が既存プロセスに組み込みにくい

hSP5 そもそも製品開発がプロセス指向ではない hDP2 基本設計の評価がHCDの観点から行われていない

hSP6 ユーザビリティ評価活動のみがHCDという誤解がある hDP3 基本設計の改善活動がHCDの観点から行われていない

hSP7 HCDプロセス自体の体系化ができていない（遅れている） hDP4 詳細設計がHCDの観点から行われていない

hSP8 自社にあったHCDプロセスを模索中である hDP5 活用できる人間特性（人間工学）のデータが少ない

hSP9 既存の製品開発プロセスにHCDプロセスが組み込まれない hDP6 プロセスではなく、個人の能力に依存している

hSP10 適切なコンサルタントがいない　外部からの指導が受けられない hDP7 設計者自身が要求を評価する仕組みがない

PP企画プロセス hDP8 ユーザビリティよりも製品の基本性能、コストが優先される

hPP1 HCDにかかる業務負荷を考慮した商品開発計画になっていない hDP9 納期的な制約があってHCDプロセスを実践できない

hPP3 ユーザーの範囲が広く、特定できない hDP10 短納期の開発の中で、従来にない提案型の解決策をどのように検討するかが課題

hPP4 利用状況把握が特定のユーザーに偏る QP品質保証プロセス

hPP5 利用状況把握がしにくい　新製品の場合の調査方法がわからない　妥当性が不明確 hQP1 ヒューリスティック評価のプロセスが確立されていない

hPP6 具体的な利用状況把握の方法論がわからない hQP2 ユーザビリティの改善が量産試作の段階まで続いている

hPP7 利用状況把握の時間と予算が確保できない hQP3 ユーザビリティ評価の手法、スキルにばらつきがある

hPP8 利用状況把握の重要性が認識されない hQP4 個々の問題点は指摘できても、ユーザビリティ評価結果全体に重み付けができない

hPP9 フィールドにおける行動観察に時間とコストがかかりすぎる、効率的な手法がない hQP5 ユーザビリティ評価の効率化と納得性の向上が必要である

hPP10 フィールドにおける行動観察を行なう体制が整備されていない hQP6 ユーザビリティ評価の標準化が遅れている

追加質問　フィールドにおける行動観察に協力してくれる実ユーザーを見つけられない hQP7 特定タスクのみの評価で、フィールド調査の実施は困難である

追加質問　フィールドにおける行動観察に時間とコストがかかりすぎる、効率的な手法がない hQP8 設計変更の手間、コスト負担への妥当性を示せない

追加質問　アンケートやインタビューで十分で、フィールドにおける行動観察のメリットがわからない hQP9 ユーザビリティ評価により抽出した問題点の対策実施には強制力が無い

追加質問　フィールドにおける行動観察から問題解決に結びつかない、分析に時間がかかる MP販売／サービスプロセス

hPP11 ユーザー要求から機能の割り当てにつなげる仕様書がない hMP1 ユーザビリティがセールスポイントになるという意識がない

hPP12 企画の狙いに、HCDの観点が入っていない　従来品質とコストのみ hMP2 企画の意図（商品コンセプト）が販売にうまく伝わらない

hPP13 効率的な要求抽出の手法がない hMP3 顧客のユーザビリティに関する声が商品企画、戦略に反映されない

hPP14 ユーザーから新たな要求が抽出できない hMP4 競合機とのユーザビリティの比較評価が行われない

hPP15 コスト、納期の影響で要求抽出が難しい OP長期モニタリングプロセス

hPP16 企画担当者は、商品性、事業性の検討で手一杯である hOP1 ユーザビリティ推進部門が主体となって実施していない

hPP17 企画を巻き込んだ要求抽出の活動になっていない hOP2 導入後の利用状況調査（観察）までは行われていない　（仕組みとして未確立）

hPP18 企画段階でユーザー要求に対する認識が低い

基幹プロセス

 
※hPP2 は欠番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-7 基幹プロセスの阻害要因 
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支援プロセス

IP情報収集／活用プロセス

hIP1 社外の関連情報、先進事例の入手が難しい

hIP2 関連情報が活用できる仕組み（データベース）になっていない

UPユーザビリティ評価環境整備

hUP1 ユーザビリティテストラボの設備投資が難しい

hUP2 評価において開発情報の機密保持と客観性確保の方法が未確立である

hUP3 社内モニター制度の実施、維持管理が難しい

hUP4 社外（実ユーザー）モニター制度の実施、維持管理が難しい

GPガイドライン／標準化プロセス

hGP1 現場で活用できるユーザビリティに関するガイドラインがない

hGP2 ユーザビリティ設計基準、標準が未確立である

hGP3 ユーザビリティ評価基準、標準が未確立である

hGP4 デザイン（見た目）に関するガイドラインがない

hGP5 プロセスの標準化が難しい

HP専門人材育成プロセス

hHP1 専門人材育成のためのカリキュラム、仕組みがない

hHP2 HCDプロセスをマネージメントする人材がいない

hHP3 利用状況把握の人材をどのように育成したらよいのかわからない

hHP4 要求抽出、分析を担当する人材（リクワイヤメントエンジニア）がいない

hHP5 ユーザビリティ評価を担当する人材がいない

hHP6 社内でHCD専門家として認められない

hHP7 商品企画のメンバーがHCDを十分理解していない

hHP8 商品企画のメンバーにHCDを担当する人がいない

hHP9 適切なコンサルタントがいない　外部からの指導が受けられない

EP啓蒙プロセス

hEP1 HCDに関するトップの関心が薄い　理解がない

hEP2 商品事業部間で取り組みに温度差がある

hEP3 適切な啓蒙策（イベント、ツール）が実施できていない  

 

 

48 ・効率的な要求抽出の手法がない
1.当てはまる
2.一部当てはまる
3.当てはまらない

1

49 ・ユーザーから新たな要求が抽出できない
1.当てはまる
2.一部当てはまる
3.当てはまらない

2

50 ・コスト、納期の影響で要求抽出が難しい
1.当てはまる
2.一部当てはまる
3.当てはまらない

3

 

表 4-8 支援プロセスの阻害要因 

表 4-9 アンケート調査票（阻害要因：抜粋） 
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4.9.2. 結果 

 

DP2 DP3 DP4 DP5 QP1 QP2 QP3
前機種の課題、
クレーム調査

HCDに関する設
計要求の確認

試作機の制作 設計試作のユー
ザビリティ評価

品質保証におけ
るHCD計画の立
案

ユーザビリティに
関する品質問題
調査

ユーザビリティに
関する仕様の要
求のウエイト付
け

回答（順番に　1
点、2点、3点）

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

仕組みとして確立し

ている
一部商品・プロセス

で実践している
取り組まれていない

1 3 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 2 3 3 3

3 2 2 2 1 2 2 2

4 1 1 1 1 2 2 1

5 3 2 1 1 3 3 3

6 2 2 1 2 2 3 3

7 1 2 2 2 3 3 3

8 1 3 1 1 1 1 1

9 2 2 1 2 2 2 2

10 2 2 2 2 2 2 2

11 1 3 1 2 3 1 1

12 2 3 2 2 3 2 3

13 1 2 2 2 2 2 2

設問

 

 

表 4-10 に示すように 13 社すべてからアンケートの回答を得ることができた．実践度

に関しては「1.仕組みとして確立されている」と回答されたものを 1.0 ポイント，「2.一

部商品・プロセスで実践している」を 0.5 ポイント，「3.取り組まれていない」を 0.0 ポ

イントとし，13 社平均をグラフ（図 4-7）に表した．グラフは上部に行くほど実践度が

高く，下部に行くほど実践度が低い． 

また，阻害要因に関しては「1.当てはまる」と回答されたものを 0.0 ポイント，「2.一

部当てはまる」を 0.5 ポイント，「3.当てはまらない」を 1.0 ポイントとし，13 社平均を

グラフ（図 4-8）に表した．グラフは上部に行くほど阻害要因が当てはまらず，下部に行

くほど阻害要因が当てはまるということになる．  

 

表 4-10 アンケート調査結果（抜粋） 
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2012年と2009年のアンケート調査結果の平均値の差が統計的に有意かを確かめるた

めに，有意水準 10%で両側検定の t 検定を行ったところ有意差(p<0.1)が認められたもの

は以下のとおりであった．詳細は表 4-11 に示す．なお，これらの t 値は t (33) > 1.73 で

あった． 

 

（1）阻害要因が当てはまらなくなった良いケース 

「hSP6 ユーザビリティ評価活動のみが人間中心設計という誤解がある」 

「hSP7 人間中心設計プロセス自体の体系化ができていない（遅れている）」 

「hHP2 人間中心設計プロセスをマネジメントする人材がいない」 

 

 

図 4-7 アンケート調査結果(実践度) 

図 4-8 アンケート調査結果(阻害要因) 
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（2）実践度が下がった悪いケース 

「SP2 ユーザー研究計画の立案と実施」 

「SP4 市場導入戦略（HCD コンセプト）の立案」 

「SP5 HCD コンセプトの評価」 

「MP1 販売/サービスにおける HCD 計画の立案」 

「OP1 長期使用に関する HCD 計画の立案」 

「OP2 継続使用（利用）実態の調査」 

「OP3 長期使用における要求調査」 

「OP4 長期使用に基づく設計変更」 

 

そのほか，平均値の変化があった項目は以下のとおりである． 

 

（3）阻害要因が当てはまるようになった悪いケース（0.2 ポイント以上の変化） 

「hPP20 企画段階でプロトタイプを作成しない」 

「hDP2 基本設計の評価が人間中心設計の観点から行われていない」 

「hDP3 基本設計の改善活動が人間中心設計の観点から行われていない」 

「hDP4 詳細設計が人間中心設計の観点から行われていない」 

「hQP2 ユーザビリティの改善が量産試作の段階まで続いている」 

「hMP3 顧客のユーザビリティに関する声が商品企画，戦略に反映されない」 

「hMP4 競合機とのユーザビリティの比較評価が行われない」 

「hHP4 要求抽出，分析を担当する人材（リクワイヤメントエンジニア）がいない」 

「hHP6 社内で人間中心設計専門家として認められない」 

「hHP9 適切なコンサルタントがいない 外部からの指導が受けられない」 

「hEP3 適切な啓蒙策（イベント，ツール）が実施できていない」 

 

（4）実践度が上がった良いケース（0.1 ポイント以上の変化） 

「DP4 試作機の制作」 

「QP4 試作機の制作（設計変更の実施）」 

「GP1 ユーザビリティ設計ガイドラインの整備」
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SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5

ユーザビリティに関
する商品、市場戦
略の立案（競合分
析を含む）

ユーザー研究計画
の立案と実施

ユーザー要求予測 市場導入戦略
（HCDコンセプト）の
立案

HCDコンセプトの評
価

（該当製品におけ
る）HCDの全体計
画立案

ユーザーの利用状
況調査

ユーザー要求の定
義

プロトタイプの作成 プロトタイプのユー
ザビリティ評価

2009年調査平均 2.136 2.136 2.238 2.286 2.318 2.227 2.045 2.045 1.857 1.864
2012年調査平均 2.167 2.417 2.500 2.667 2.750 2.462 2.000 2.154 1.846 1.923

p値 0.882 0.069 0.133 0.034 0.015 0.158 0.739 0.282 0.944 0.680

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 QP1 QP2 QP3 QP4 QP5
設計におけるHCD
計画の立案

前機種の課題、ク
レーム調査

HCDに関する設計
要求の確認

試作機の制作 設計試作のユーザ
ビリティ評価

品質保証における
HCD計画の立案

ユーザビリティに関
する品質問題調査

ユーザビリティに関
する仕様の要求の
ウエイト付け

試作機の制作（設
計変更の実施）

実使用テスト（ユー
ザビリティ評価）

2009年調査平均 2.045 1.682 2.045 1.727 1.773 2.238 2.095 2.095 1.952 1.857
2012年調査平均 2.231 1.769 2.154 1.462 1.692 2.308 2.154 2.154 1.769 1.846

p値 0.194 0.669 0.549 0.123 0.612 0.786 0.800 0.833 0.426 0.956

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5
販売/サービスにお
けるHCD計画の立
案

対競合（市場）満足
度評価

ユーザーの要求検
証

市場要求にもとづく
設計変更

実使用環境での評
価

長期使用に関する
HCD計画の立案

継続使用（利用）実
態の調査

長期使用における
要求調査

長期使用にもとづく
設計変更

長期的モニタリング

2009年調査平均 2.550 1.900 2.200 1.950 2.350 2.591 2.364 2.409 2.409 2.545
2012年調査平均 2.846 2.154 2.462 1.923 2.385 3.000 2.846 2.846 2.769 2.769

p値 0.082 0.288 0.169 0.911 0.846 0.006 0.022 0.038 0.092 0.292

IP1 UP1 UP2 UP3 GP1 GP2 GP3 HP1 HP2 HP3
ユーザビリティ関連
情報の収集と蓄
積、活用

社内モニター制度
の構築、運用

社外（実ユーザー）
モニター制度の構
築、運用

ユーザビリティテス
トラボ、設備の整備

ユーザビリティ設計
ガイドラインの整備

ユーザビリティ設計
基準、標準の整備

人間中心設計プロ
セス標準の整備

専門分野の社内研
修制度

専門分野の社内認
定制度

専門家のキャリアプ
ラン

2009年調査平均 1.952 1.409 1.864 1.909 2.048 2.136 2.429 2.091 2.636 2.545
2012年調査平均 2.000 1.615 1.846 1.923 1.923 2.077 2.385 2.308 2.769 2.692

p値 0.783 0.251 0.891 0.966 0.640 0.817 0.842 0.438 0.555 0.495

HP4 EP1 EP2 EP3 hSP1 hSP2 hSP3 hSP4 hSP5 hSP6
人間中心設計に関
する社内調停能力
の育成

経営トップとの相談
会

社内啓蒙イベント
（大会、ワークショッ
プなど）の実施

社内啓蒙ツールの
整備

人間中心設計に関
する明確な取り組
み方針がない

ユーザビリティが顧
客にとって重要な
品質の一つである
という意識がない

人間中心設計プロ
セスが社内で認知
されていない

人間中心設計プロ
セス実践の費用対
効果が不明確であ
る

製品開発プロセス
がプロセス指向で
はない

ユーザビリティ評価
活動のみが人間中
心設計という誤解
がある

2009年調査平均 2.714 2.682 2.364 2.545 1.864 2.273 1.909 1.273 2.091 2.182
2012年調査平均 2.769 2.923 2.538 2.462 2.000 2.462 2.000 1.308 2.308 2.538

p値 0.734 0.106 0.378 0.676 0.607 0.369 0.597 0.850 0.415 0.080

hSP7 hSP8 hSP9 hSP10 hPP1 hPP3 hPP4 hPP5 hPP6 hPP7
人間中心設計プロ
セス自体の体系化
ができていない（遅
れている）

自社にあった人間
中心設計プロセス
が模索中である

既存の製品開発プ
ロセスに人間中心
設計プロセスが組
み込まれない

適切なコンサルタン
トがいない　外部か
らの指導が受けら
れない

HCDの業務負荷を
考慮した商品開発
計画になっていな
い

ユーザーの範囲が
広く、特定できない

利用状況把握が特
定のユーザーに偏
る

利用状況把握がし
にくい新製品の場
合の調査方法がわ
からない　妥当性
が不明確である

具体的な利用状況
把握の方法論がわ
からない

利用状況把握の予
算が確保できない

2009年調査平均 1.500 1.500 1.773 2.318 1.591 1.818 1.909 1.864 2.318 1.864
2012年調査平均 1.846 1.385 2.000 2.231 1.615 1.923 2.000 2.154 2.462 2.000

p値 0.070 0.564 0.286 0.757 0.916 0.625 0.667 0.183 0.502 0.450

hPP8 hPP11 hPP12 hPP13 hPP14 hPP15 hPP16 hPP17 hPP18 hPP19
利用状況把握の重
要性が認識されな
い

ユーザー要求から
機能の割り当てに
つなげる仕様書が
ない

企画の狙いに、人
間中心設計の観点
が入っていない　従
来品質とコストのみ

効率的な要求抽出
の手法がない

ユーザーから新た
な要求が抽出でき
ない

コスト、納期の影響
で要求抽出が難し
い

企画担当者は、商
品性、事業性の検
討で手一杯である

企画を巻き込んだ
要求抽出の活動に
なっていない

企画段階でユー
ザー要求に対する
認識が低い

個別ユーザーよりも
大口顧客、販売要
求、クレーム対応が
優先される

2009年調査平均 2.136 1.818 1.955 1.818 2.000 1.682 1.591 1.909 2.048 1.545
2012年調査平均 2.154 1.692 1.769 1.769 2.083 1.769 1.500 1.769 2.077 1.538

p値 0.940 0.630 0.371 0.849 0.717 0.694 0.686 0.476 0.882 0.972

hPP20 hPP21 hDP1 hDP2 hDP3 hDP4 hDP5 hDP6 hDP7 hDP8
企画段階でプロトタ
イプを作成しない

デザインコンセプ
ト、プロトタ イプの
評価が人間中心設
計の観点から行わ
れていない

プロトタイプの作成
が既存プロセスに
組み込みにくい

基本設計の評価が
人間中心設計の観
点から行われてい
ない

基本設計の改善活
動が人間中心設計
の観点から行われ
ていない

詳細設計が人間中
心設計の観点から
行われていない

活用できる人間特
性のデータが少な
い

プロセスではなく、
個人の能力に依存
している

設計者自身が要求
を評価する仕組み
がない

ユーザビリティより
も製品の基本性
能、コストが優先さ
れる

2009年調査平均 2.182 2.227 2.136 2.136 2.091 2.045 1.667 1.727 1.636 1.500
2012年調査平均 1.923 2.308 2.077 1.846 1.846 1.769 1.769 1.615 1.462 1.538

p値 0.268 0.732 0.817 0.216 0.245 0.222 0.651 0.680 0.453 0.832

hDP9 hDP10 hQP1 hQP2 hQP3 hQP4 hQP5 hQP6 hQP7 hQP8
納期的な制約が
あって人間中心設
計プロセスを実践で
きない

短納期の開発の中
で、従来にない提
案型の解決策をど
のように検討する
かが課題

ヒューリスティック評
価のプロセスが確
立されていない

ユーザビリティの改
善が量産試作の段
階まで続いている

ユーザビリティ評価
の手法、スキルに
ばらつきがある

個々の問題点は指
摘できても、ユーザ
ビリティ評価結果全
体に重み付けがで
きない

ユーザビリティ評価
の効率化と納得性
の向上が必要であ
る

ユーザビリティ評価
の標準化が遅れて
いる

特定タスクのみの
評価で、フィールド
調査の実施は困難
である

設計変更の手間、
コスト負担への妥
当性を示せない

2009年調査平均 1.864 1.455 1.857 2.190 1.810 2.048 1.571 1.900 1.810 1.450
2012年調査平均 1.692 1.462 2.077 1.923 1.615 2.077 1.385 1.923 1.846 1.538

p値 0.364 0.978 0.453 0.263 0.447 0.912 0.356 0.930 0.871 0.668

hMP1 hMP2 hMP3 hMP4 hOP1 hOP2 hIP1 hIP2 hUP1 hUP2
ユーザビリティが
セールスポイントに
なるという意識がな
い

企画の意図（商品
コンセプト）が販売
にうまく伝わらない

顧客のユーザビリ
ティに関する声が商
品企画、戦略に反
映されない

競合機とのユーザ
ビリティの比較評価
が行われない

ユーザビリティ部門
が主体に行われて
いない

導入後の利用状況
調査（観察）までは
行われていない
（仕組みとして未確
立）

社外の関連情報、
先進事例の入手が
難しい

関連情報が活用で
きる仕組み（データ
ベース）になってい
ない

ユーザビリティテス
トラボの設備投資
が難しい

評価において開発
情報の機密保持と
客観性確保の方法
が未確立である

2009年調査平均 2.048 2.200 2.300 2.238 1.500 1.409 2.048 1.810 1.773 2.091
2012年調査平均 2.077 2.167 2.077 2.000 1.385 1.385 2.308 1.769 1.846 2.462

p値 0.882 0.880 0.343 0.275 0.623 0.902 0.269 0.850 0.787 0.172

hUP3 hUP4 hGP1 hGP2 hGP5 hHP1 hHP2 hHP3 hHP4 hHP5
社内モニター制度
の実施、維持管理
が難しい

社外（実ユーザー）
モニター制度の実
施、維持管理が難
しい

現場で活用できる
ユーザビリティに関
するガイドラインが
ない

ユーザビリティ設計
基準、標準が未確
立である

プロセスの標準化
が難しい

専門人材育成のた
めのカリキュラム、
仕組みがない

人間中心設計プロ
セスをマネージメン
トする人材がいない

利用状況把握の人
材をどのように育成
したらよいのかわか
らない

要求抽出、分析を
担当する人材（リク
ワイヤメントエンジ
ニア）がいない

ユーザビリティ評価
を担当する人材が
いない

2009年調査平均 2.000 1.455 2.091 1.864 1.636 1.636 1.476 1.864 1.909 2.500
2012年調査平均 2.308 1.385 2.231 2.000 1.538 1.769 1.846 1.923 1.615 2.462

p値 0.276 0.779 0.571 0.607 0.674 0.604 0.082 0.806 0.153 0.832

hHP6 hHP7 hHP8 hHP9 hEP1 hEP2 hEP3 　※回答が得られなかった設問は比較対象から除外している
社内で人間中心設
計専門家として認
められない

商品企画のメン
バーが人間中心設
計を十分理解して
いない

商品企画のメン
バーに人間中心設
計を担当する人が
いない

適切なコンサルタン
トがいない　外部か
らの指導が受けら
れない

人間中心設計に関
するトップの関心が
薄い　理解がない

商品事業部間で取
り組みに温度差が
ある

適切な啓蒙策（イベ
ント、ツール）が実
施できていない

2009年調査平均 2.136 1.909 1.545 2.350 1.850 1.364 1.727  ※p<0.1

2012年調査平均 1.846 2.077 1.538 2.077 1.923 1.692 1.462  ※p<0.05

p値 0.246 0.446 0.972 0.341 0.797 0.157 0.209

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

設問

 

表 4-11 アンケート調査結果の分析 
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4.9.3. 考察 

 

 

 

アンケート調査結果の分析を図 4-9 に示した．ユーザビリティ評価活動のみが人間中

心設計という誤解が解けプロセスの体系化も進んでいることから，社内に人間中心設計と

いう考え方は浸透してきていると考えられる．しかし，顧客のユーザビリティに関する声

が商品企画，戦略に反映されないことや，基本設計や詳細設計が人間中心設計の観点から

行われないことなど設計の上流までにおける取り組みができなくなっている．一方，試作

機の制作やユーザビリティ評価ガイドラインの整備など，設計の下流や品質保証段階での

取り組みは活発になっていることが分かる． 

これらのことから，効果が最もわかりやすい試作機のユーザビリティ評価に活用が固定

化されてきたといえる．ユーザビリティ評価は，それを支援する試作機の制作やガイドラ

インの整備などが充実し，複数の製品に対して水平展開できていると考えられる．しかし，

試作機ができあがる時期にユーザビリティ評価を実施したとしても，既に設計が進んでい

るため手戻りが多く指摘事項に対応ができないという課題がある． 

人間中心設計専門家など人間中心設計プロセスをマネジメントする人材は育ったもの

の社内で認められることがなく，また，要求抽出，分析を担当する人材（リクワイヤメン

図 4-9 アンケート調査結果の分析 
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トエンジニア）がいないという結果からは，専門家はユーザビリティ評価のマネジメント

という役割が主となってしまったと考えられる．それ以上の人間中心設計の啓蒙を図るた

めの社外コンサルの活用も行われなくなってきていることから，人間中心設計がユーザビ

リティの向上という目的を果たせるようになったところで活動が鈍り，魅力的なユーザエ

クスペリエンスを実現した製品，サービスを生み出すために重要な戦略，企画プロセスお

よび設計プロセスの上流での実践度が下がってしまっているという状況が見えてきた． 

 

4.10. インタビュー調査 

4.10.1. 方法 

アンケート調査で自由記入欄への記載が多かった 5 社の担当者へインタビュー調査を

実施した．対象者の内訳は下表のとおりである． 

 

 

年代 性別 職種
30代 男性 設計（デザイン）
30代 男性 品質保証
40代 男性 企画
40代 女性 設計（デザイン）
40代 男性 設計（デザイン）  

 

大まかな項目を決めておき回答により詳細に質問する半構造化インタビューを実施し，

アンケート調査の結果，明らかになった課題の背景や原因について詳細に調査した． 

 

 

 

 

表 4-12 インタビュー調査対象者属性 
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4.10.2. 結果 

担当者の発話内容を分析した結果，社内で抵抗にあって導入できなかった，導入はした

ものの効果が出なかったなどといった失敗事例 53 件と，導入がうまくいった，効果が出

たなどといった成功事例 79 件を抽出することができた． 

そして，これらの合計 132 件の事例を KJ 法で分析し，失敗の 4 つの理由「自社に合っ

た方法が確立できていない」「効果を示せていない」「目標が共有できていない」「上流工

程に入り込めていない」と，それらの課題を解決し導入を成功させた「やさしい言葉を使

う」「設計プロセスにフィットさせる」などの 12 の方策を抽出することができた．失敗

事例と成功事例を対比して示す． 

 

（1）自社に合った方法が確立できていない 

失敗事例 

・「人間中心設計に関する横文字の用語や知識をゴリ押しすると拒否反応が出た」 

・「仕事が増えるのが嫌だと反対された．結局，時間がかかるから中止になった」 

・「ユーザビリティ評価ルームがないためユーザビリティ評価が実施できない」 

・「人が少なくゆとりがないため実践してもらえない」 

成功事例 

(a) やさしい言葉を使う 

・「社内でなじみのある言葉に置き換えた」 

一般的に使用されている用語であったとしても，社内で通用する言葉とは限ら

ない．人間中心設計手法を各プロセスで導入していくには，複数の担当者の協力

が必要となる場合が多い．社内の多くの人から理解を得られるようにするには，

社内でなじみのあるやさしい言葉に置き換えると良い． 

(b) 設計プロセスにフィットさせる 

・「判断基準を許容限界，推奨値の 2 レベル設けた」 

とにかく早く安く開発し，ユーザビリティはそこそこで良いという製品もある．

人間中心設計手法を完全な形で活用するのではなく，製品の特性に合わせてレベ

ルを変え，最低限の工数で効果が出るような検討をすると良い． 
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・「担当者がどちらの仕様にするか悩んでいる時に，人間中心設計手法を使った」 

最終的に顧客満足度が向上するというメリットを訴えることも重要であるが，

担当者にとっては工数が増えるだけと感じる場合がある．担当者の仕様検討の悩

みを解決し，結果として仕事量を減らすことができる点を訴えると良い． 

(c) 簡易版を作る 

・「各手法の簡易的な実施手順を作成し，クイックにできるようにした」 

・「担当者が身近に感じて，実施してもらえるようにするため，ツールに落とし込

んだ」 

・「ショールームでユーザビリティ評価を実施できるようにした」 

人間中心設計手法を完全な形で活用することにこだわらず，ある程度の効果が

見込める簡易版を作成する．まずは活用することから始め，担当者に成功体験を

してもらうことが導入のきっかけとなる．また，ツール化，テンプレート化する

ことにより，いつでも誰でも簡単に活用できるようにすることも重要である．ユ

ーザビリティ評価については，専用の評価ルームがなくても，簡易に実施できる

方法を検討すると良い．たとえばショールームを使って実施することにより，ユ

ーザビリティ評価の実施の様子をショールームに来たユーザーに見せることが

可能となるため，ユーザーへのアピールにもなり一石二鳥である． 

 

（2）効果を示せていない 

失敗事例 

・「経営効果を示さないと，仕事として認められない．しかし，何をもって効果が

あったと判断できるのかがわからない」 

・「売上やシェアを見たが，ユーザビリティの効果だけかどうかは，なかなか判断

が難しい」 

成功事例 

(a) 他社と比較する 

・「他社製品と比較して，メンテナンス作業のしやすさやトラブル対応のしやすさ

ランキングなどを作成しトップの会議体で示した」 

マネジメント層は他社との比較に敏感であることが多い．ランキングを示せば

他社に負けていることが一目瞭然であるため，人間中心設計プロセスを導入し 1
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位を目指しなさいと言ってもらえるようになる．また，ランキング算出時に，た

とえばメンテナンス作業であれば，カバーの開けやすさ，消耗品の数，交換手順

数などのパラメータを客観的な数値で示すことにより，設計部門に納得してもら

えるとともに，1 位となるための数値目標を基準化できるので，後継の製品も 1

位となるように設計することができる． 

(b) 社内の比較をする 

・「クレーム比率が下がったことを示す」 

・「サービスマンが呼ばれる回数が減ったことを示す」 

・「顧客満足度などの結果がわかるのは発売してから数年後だが，それでも設計部

門に結果をフィードバックする」 

人間中心設計手法を活用した製品と，それ以外の製品とで，社内データを用い

て担当者が実感できる形で何らかの成果を示すと良い．製品の発売後，すぐに計

測できるデータは少ないと考えられるが，数年後であったとしても効果を説明す

ることにより，担当部門のモチベーションを上げることができる． 

(c) ユーザーに見せる 

・「ユーザビリティ評価をユーザーに見せる」 

ユーザーにユーザビリティ評価を実施している様子を見せることにより，使い

やすさを追求していることをアピールし，ユーザーからの評価を得る．ユーザー

が良いと言っていることに反対することは難しいため，導入の阻害要因を減らす

ことができる．また，セールストークにすることができるため営業部門からの支

持を得ることもできる． 

(d) 基準として公開する 

・「実践例のデータから社内基準を作った」 

人間中心設計の知識を持つものが専門家的に実践するだけでは，専門家が参加

したプロジェクト単発の実践で終わってしまう可能性がある．したがって，小さ

くても成功事例を出し，その手順を少しでも良いので社内基準とすることによっ

て啓蒙を図り水平展開できるようにする． 
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（3）目標が共有できていない 

失敗事例 

・「教育もやっているが，実施するかしないかは担当者の意識次第であり，取り組

みがばらばらである」 

成功事例 

(a) 業界標準を示す 

・「メーカーで集まって標準化した」 

業界団体などメーカーが集まる場があるのであれば，最低限の標準化を行い，

それを社内導入のきっかけとする．裏付けができるため社内での説得材料になる．

それ以降は各社でカスタマイズを行いながら活用を増やしていくと良い． 

(b) 現状の良い点を認める 

・「既存機種と比べて変わるところ，変わらないところを明確にする」 

人間中心設計手法を活用する際に，現状での製品開発のやり方を否定すると抵

抗が非常に強くなる．現状でも良い製品が生まれている要素があるはずなので，

それを十分に認めたうえで，人間中心設計手法の活用により，さらに効果が出る

と考えられる箇所に対して必要性を示すと良い． 

(c) 関連部門で同じゴールを持つ 

・「改善ストーリーを関連部門全体で共有した」 

関連部門全体で共通認識を持つことは難しいが，まずはユーザーにどんな価値

を提供するのかという製品の改善ストーリーだけで良いので共有する．共通の話

題ができると部門間でディスカッションができるようになり，横のつながりが強

くなる，別部門の担当者と顔見知りになることから，今までできなかったことが

できるようになり，新しいアイディアが生まれる． 

 

（4）上流工程に入り込めていない 

失敗事例 

・「良い企画書を書き，良い製品を作ろうでは，いつもそのために頑張っていると

言われる」 

・「定着しているところは，ユーザビリティテストのみとなった」 
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成功事例 

(a) 要件定義への適用 

・「開発テーマの最初の段階でユーザーの困りごとを元に提案書としてまとめる」 

・「ソフトウェアのほうが，ユーザビリティの開発を進めやすいため，要件定義に

人間中心設計活動を含めてしまう」 

どの部門も顧客満足度向上について考えているはずであり，人間中心設計プロ

セスを導入して顧客満足度を向上するというビジョンだけでは動いてもらえな

い．この製品はユーザーのどういった困りごとを解決し，ユーザーにどういった

価値を感じていただくのかという具体的な提案をする．どの部門もユーザーの困

りごとは解決したいのでやりましょうとなる．その点を合意した後で，やり方と

して人間中心設計手法を活用する．活用に際しては，ソフトウェアを持つ製品で

あれば，そちらのほうが改善しやすいため，ソフトウェアの開発計画に人間中心

設計手法を含めるよう努力すると良い． 

(b) 行動観察からの特長づくり 

次節にて説明する． 

4.10.3. 考察 

先行研究は，人間中心設計プロセスの導入効果についてさまざまな分析を行い，新しい

観点を提示してきた．しかしながら，導入の阻害要因を取り除き，導入を促進するための

方策については論じられてこなかった．アンケート調査の結果，人間中心設計という考え

方は浸透したものの，効果が最もわかりやすい試作機のユーザビリティ評価が活動の中心

となってしまい，それ以上の導入が滞っている企業が多いという状況が明らかになってい

る．そして，インタビュー調査により，導入がうまく進まなかった失敗事例 53 件と，導

入がうまく進んだ成功事例 79 件を収集し，それらの事例を分析することにより，導入の

課題の 4 つの視点と課題を解決し導入を進めるための 12 の方策を示した（表 4-13）．こ

れらの調査結果により，企業の人間中心設計プロセスの導入に取り組んでいる業務用製品

を開発するメーカーの導入状況や導入の阻害要因が明らかになったため，業務用製品開発

への人間中心設計プロセスの導入を目指す架空企業の設定が可能となり，人間中心設計プ

ロセスにおける各手法のカスタマイズを行うことができると考える． 
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1

やさしい言葉を使う

社内でなじみのあるやさしい言葉を使い，社内の多くの人から理解を得られるように
する．

2

開発プロセスにフィットさせる

製品の特性に合わせてレベルを変え， 低限の工数で実践できるようにする．担当
者の仕様検討の悩みを解決し，仕事量を減らすことができるようにする．

3

簡易版を作る

ある程度の効果が見込める簡易版を作成し，まず活用することから始める．
ツール化・テンプレート化することにより，いつでも誰でも簡単に活用できるようにす
る．

4

他社と比較する

経営層は他社との比較に敏感であるため，ユーザビリティなどの他社比較ランキン
グを示す．

5

社内の比較をする

人間中心設計手法を活用した製品と，それ以外の製品とで，社内データを用いた比
較を示す．

6

ユーザに見せる

特にBtoB商品では，ユーザビリティ評価をしている様子をユーザーに見せることによ
り，営業支援策として活用する．

7

基準として公開する

手順を社内基準として示すことにより，啓蒙を図り水平展開する．

8

業界標準を示す

業界団体などで標準化を行うことにより，社内各部門へ必要性を示す．

9

現状の良い点を認める

現状の製品開発手法を否定せず，その中でも効果が出ると考えられる箇所に対し
て実践する．

10

関連部門で同じゴールを持つ

ユーザにどんな価値を提供するのかを共有する．共有したテーマについて部門間で
ディスカッションを行い，横のつながりを強くする．

11

要件定義への適用

企画段階でユーザがどういった困り事を持っているかの共通認識を持つことにより，
それを解決する手段として上流工程に人間中心設計手法を提案する．

12

行動観察からの特長づくり

何か一つで良いので，行動観察により，企画書で製品の特長として記載できるよう
なアイデアを出す，

3

目標を共有する

ユーザへの提供価値，現状プロセスの改善点
などを共有することにより，関連部門が協力で
きるようにする．

4

上流工程に入り込む

上流工程で必要性をアピールし，下流工程へ
展開しやすくする．

視点 方策

1

各企業に合った方法を確立する

参考書や論文に記載されている通りに実践す
るのではなく，各社の文化や要求に合った方法
を検討する．

2

効果を示す

金銭的なメリットだけではなく，社内外の比較，
ユーザの評価などにより効果を示す．

 

表4-13 人間中心設計プロセス導入のための12の方策 
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4.11. 行動観察に関する活用度調査結果 

4.11.1. 行動観察に関する調査について 

ここ数年，潜在ニーズを抽出するための人間中心設計手法の一つとして行動観察が話題

になっているが，早川らの調査が行われた 2009 年には，まだ行動観察は一般的に知られ

ていなかったため調査は行われていない．したがって，本研究では行動観察に関する調査

を追加し，行動観察の実践度合いと実践における阻害要因についても明らかにし行動観察

の導入の道筋を示す． 

4.11.2. 行動観察とは 

人間中心設計プロセスのうち，「利用状況の把握と明示」「ユーザーと組織の要求事項の

明示」に効果的な手法として，近年，行動観察が注目されている．行動観察とは，文字通

りユーザーの行動を観察することによりさまざまな気づきを得ようとするものである．従

来は，アンケートやインタビュー調査が行われてきたが，その場合，ユーザー自身が気づ

いている欲求や問題点などの顕在ニーズを聞き出すにとどまることが多く，そういったも

のはどの競合他社も把握している情報であり差別化の要素にならないことが多かった． 

しかし，行動観察ではユーザーがどのような状況で，どのように製品，サービスを使っ

ているかの行動を観察し，その結果を分析することにより，ユーザー自身も気づいていな

い言語化されていない欲求や問題点などの潜在ニーズを導き出すことができる．そのよう

にして発見した潜在ニーズを満たす製品，サービスを提供すれば，ユーザーにユーザビリ

ティだけではなく驚くような使用体験を与えることができ，競合他社との差別化を行うこ

とができる[19-21]． 
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4.11.3. 行動観察に関するアンケート調査結果 

 

 

 

行動観察の阻害要因に関しては，図 4-10 のとおり，6 つの質問を用いて調査した．質

問「アンケートやインタビューで十分で，フィールドにおける行動観察のメリットがわか

らない」には 13 社すべてで否定的な回答をしており，企業において行動観察の必要性が

認識されていることを示している．その一方，質問「フィールドにおける行動観察に時間

とコストがかかりすぎる，効率的な手法がない」に対しては，8 社が「1.当てはまる」，5

社が「2.一部当てはまる」と，調査した 13 社すべてがなんらか当てはまると回答してい

る．質問「フィールドにおける行動観察を行なう体制が整備されていない」も 9 社が当

てはまると回答しており，質問「フィールドにおける行動観察から問題解決に結びつかな

い，分析に時間がかかる」「フィールドにおける行動観察に協力してくれる実ユーザーを

見つけられない」も肯定的な回答が多い． 

図 4-10 行動観察阻害要因 
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4.11.4. 行動観察に関する調査結果の分析 

インタビュー調査の結果，行動観察の実践における阻害要因を 6 件抽出した．具体的

には「自社製品の納入先はセキュリティが厳しく行動観察の実施が困難」「観察の仕方が

わからない」「ユーザー訪問とセットでないと理由がつけられず，自社製品ユーザーなの

でバイアスがかかってしまう」「実ユーザーでのユーザビリティ評価との違いが明確でな

い」「効果が社内で説明しにくい」といった阻害要因を抽出することができた． 

  

 

 

 

アンケート結果とインタビュー結果から抽出した阻害要因を分類すると図4-11のとお

りとなった．調査を通じて，各企業とも，製品，サービスを提供するにあたり，従来のア

ンケートやインタビュー調査といった手法では不十分であり，行動観察を行わなければな

らないという意識が高いことが分かった．しかしながら，行動観察を実践した結果，得ら

れたものがユーザビリティ上の問題点程度であり，期待していたユーザエクスペリエンス

図 4-11 行動観察調査結果 
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の向上に結びつくようなアイディア抽出につながるケースが少なかったため，行動観察の

方法もしくは分析方法がわからないという結論に至っていると推測される．  

企業の現場での行動観察の実践度を上げて行くためには，行動観察の実施から，その結

果を分析しアイディアを抽出するまでの一連の道筋を提示する必要があるだろう．山岡ら

は数種類の方法論や事例を紹介しているが，個別の事例の紹介にとどまっており，かなり

スキルの高い観察者でないと応用できない[20]．そのため「行動観察手法の標準化」「効

率的・簡易的な行動観察手法の提供」「行動観察結果の分析方法の提供」といった一般化

の必要がある．それとともに，行動観察のメリットを説明できる魅力的な価値を導き出し

た事例を紹介する必要もある． 

調査では，空気清浄機について購入後数か月経ったユーザー宅を訪問し行動観察を行っ

たところ，ユーザーは部屋の掃除や来客に際し空気清浄器の向きを変更したり，別の部屋

へ移動したりするケースが多いことがわかり，そこから後継機に全方向キャスターを搭載

したところユーザーの好評を得たという事例が収集できた．ユーザビリティ評価では，事

前に決められたタスクでの課題抽出となるため長期使用時の課題の抽出は難しい．こうい

ったアイディアを一つでも製品に搭載することができれば，効果が理解され行動観察の導

入が進む．そのため，正式な行動観察調査の場ではなくとも，日ごろからユーザーと接す

る機会には，ユーザーの困りごとを見つけユーザーを幸せにするにはどうすれば良いかを

常に考えながら，行動を観察したり話を聞いたりすると良い． 

 

4.12. 人間中心設計プロセスの活用度調査結果と架空企業の

設定 

業務用製品を開発するメーカー13 社に対してアンケート調査を実施，さらに 5 社に対

してはインタビュー調査を実施することにより，業務用製品を開発するメーカーが人間中

心設計プロセスを導入するにあたって直面している課題を明確にすることができた．これ

らの調査結果を分析し業務用製品を開発する架空企業を設定する． 
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4.13. 架空企業の基本情報 

アンケート調査を実施した企業 13 社について，各企業のオフィシャルウェブページか

ら企業の基本情報を収集した[22-34]．これらの情報より架空企業の規模と事業内容を設

定した． 

 

会社設立 資本金 売上高 従業員数 事業内容

RC社 1936年 1,353億円 19,244億円 107,431名 サーマルメディア、光学機器

TT社 1950年 399億円 2,249億円 3,821名 POSシステム

CN社 1937年 1,747億円 34,797億円 25,696名 医療機器

BK社 1934年 192億円 60億円 31,694名 工業用ミシン、工作機械

CS社 1957年  485億円 2,977億円 11,276名 電子レジスター、プロジェクター

RK社 1955年 41億円 740億円 3,586名 デジタル印刷機

FZ社 1962年 200億円 10,242億円 45,040名 複合機

SE社 1942年 532億円 8,512億円 68,761名 産業用ロボット，商業プリンター

CM社 1936年 375億円 8,130億円 41,800名 医療機器

KD社 1934年 120億円 2,505億円 15,983名 複合機

SH社 1935年 529億円 24,785億円 51,080名 POSシステム機器，FA機器

SY社 1968年 97億円 1,455億円 5,594名 医療機器

MK社 1938年 242億円 3,096億円 12,680名 電動工具、木工機械  
 

架空企業の基本情報は，これら13社の数値データの平均と多数の定性データを考慮し，

次のとおりとする． 

 

会社設立： 1945 年 

資本金： 500 億円 

売上高： 9,000 億円 

従業員数： 30,000 名 

事業内容： 医療機器（検体検査機器）および関連ソフトウェアの開発，製造，販売 

※検体検査機器は，血液や尿など患者から採取した検体を測定し検査結

果を出力する製品である．これらの検査結果は医師の診断に使われるた

め，誤った検査結果を出力すれば誤った診断が行われ患者へ危害を与え

表4-14 基本情報 
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る恐れがある．そのため，日本の厚生労働省や米国のFDA(Food and Drug 

Administration)といった行政機関が検体検査機器の販売について認可

を与える仕組みとなっている．したがって，メーカーは十分にユーザー

ニーズを反映した仕様を決定し，品質の作り込みを行い，安全性を確認

したうえで行政機関に届出もしくは認可を受けて製品を製造，発売して

いる． 

 

4.14. 架空企業の詳細情報 

4.14.1. 設定方法 

アンケート調査とインタビュー調査では，各社の人間中心設計の推進部門による製品ラ

イフサイクルにおける人間中心設計手法の実践状況を尋ねている．また，製品ライフサイ

クルの各プロセス上での阻害要因や，人材育成，啓蒙といった支援プロセスの問題点など

も聞いている．それらの結果について KJ 法を用いて分析し架空企業の詳細情報を設定し

た． 

4.14.2. 製品ライフサイクル 

アンケート調査の質問項目は，製品ライフサイクルを戦略，企画，設計，品質保証，販

売／サービス，長期モニタリングプロセスに分け，それぞれのプロセスでグルーピングし

たものである．アンケート調査では各プロセスの役割を尋ねているが，各社の回答から，

長期モニタリングの仕組みが確立されていないことを除けば，それ以外のプロセスについ

ては実行されていることが分かった，したがって，架空企業の製品ライフサイクルは以下

のプロセスで構成されることとする． 

 

 
図 4-12 製品ライフサイクル 
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以下に各プロセスの定義と検討課題を示す． 

 

戦略プロセス： 

戦略部門が主管となり，どの市場にどういった製品を投入していくかの製品戦略を

立てるプロセス．市場で競合優位性を保つには何をすれば良いかを検討する． 

 

企画プロセス： 

企画部門が主管となり，製品戦略に基づき新しい製品を企画するプロセス．市場調

査やクレーム分析などから市場に受け入れられる製品のコンセプトを決定，技術シー

ズとのマッチングなどからアイディア出しを行い具体的な製品像を描く．企画書を作

成するためには，設計部門を始めとする関連部門との調整が必須であり，いかにうま

く合意を形成するかが重要である． 

 

設計プロセス 

設計部門が主管となり，製品企画を満たす製品を実現するため設計を行うプロセス．

企画書の記載内容が不明確であることが多く，設計部門が市場調査により顧客ニーズ

を集めたり，アイディア出しを行ったりする．その結果，設計課題が増えてしまうと，

それを解決するための納期の延長やコストの追加が必要となるため，対応をしないと

いう判断を下す場合もある．また，企画部門の合意形成がしっかりできておらず，設

計が進んでから関連部門が要求事項をインプットしてくることがある．その場合も，

対応すると納期の延長やコストの追加が必要となるため，要求事項を採用しないこと

がある． 

 

品質保証プロセス： 

品質保証部門が主管となり製品の品質を確認するプロセス．法規制を満たしている

か，市場に提供しても安全性に問題がないかが主な確認点．試作機によるユーザビリ

ティ評価も実施しているものの，製品が完成に近づいてからの評価であるため，ユー

ザビリティ上の指摘に対応すると設計部門の手戻りが大きくなってしまう． 
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販売／サービスプロセス 

営業部門が完成した製品を販売するプロセスとサービス部門が販売された製品の

さまざまなアフターサービスを行うプロセス．営業部門とサービス部門の担当者は現

場に赴くことが多く，日ごろから顧客の声を聞いている．しかし，それを企画にイン

プットするタイミングが無い状況である．  

4.14.3. 組織体制 

製品ライフサイクルを実現するための組織体制については，調査の結果，各社とも部門

の名称は異なるものの，戦略を策定する部門，企画を立案する部門，設計を行う部門，開

発活動を支援する部門，品質を保証する部門，製造を担当する部門，営業，販売を行う部

門，発売後のサービスを行う部門が挙げられた．その中でも，デザイン関連部門や開発支

援部門が人間中心設計の推進部門となっているケースが多いことが分かった．これらの結

果から，架空企業の組織体制の設定は図 4-13 のとおりとする． 

 

 

 

 

図 4-13 架空企業の組織図 
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4.14.4. 部門 

人間中心設計プロセスの導入に関する各部門の取り組み姿勢や問題意識に関する詳細

情報を得るため，医療機器メーカーであるSY社にて追加のインタビュー調査を実施した．

インタビュー対象者は以下のとおりである． 

 

部門 人数 役職
戦略 2 担当
企画 1 課長クラス
設計（ハードウェア） 6 課長クラス、担当
設計（ソフトウェア） 3 係長クラス、担当
設計（デザイン） 1 係長クラス
開発支援 5 課長・係長クラス、担当
品質保証 3 担当
営業 2 係長クラス
サービス 3 係長クラス  

合計 26 名のインタビュー結果を KJ 法で分類し，部門ごとの考え方を整理した結果，

各部門の詳細情報は以下に記すとおりとなった． 

 

戦略部： 

どの市場にどういった製品を投入していくかの製品戦略を立てる部門．人間中心

設計という考え方は知っているが，製品の企画や設計に利用できたとしても，製品

の戦略を立てることに使えるかどうかは疑問を感じている．また，製品のユーザー

のニーズを中心に考えたところで戦略的な答えは導き出せないと考えている．キー

オピニオンリーダーの意見や，最新の市場動向などから大きな戦略目標を立ててい

るが，大目標にとどまり製品のポートフォリオまでは描けていない． 

 

企画部： 

戦略部が立てた製品戦略に従い，その市場に受け入れられる製品を企画する部門．

製品戦略が大目標にとどまっているため，企画担当者がそれを製品の企画へ展開し

なければならない．製品企画にあたっては，人間中心設計という考え方は知ってい

るが，ユーザーの声をそのまま製品仕様に反映するだけでは，市場に受け入れられ

るとは限らないと思っている．企画の時点でセグメンテーションやターゲッティン

表 4-15 追加インタビュー調査対象者 
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グが曖昧であるため，企画担当者の知識や経験により属人的に企画を立案している．

企画書に現有技術で実現できない製品仕様を記載すると設計部と折り合いがつかな

いことが多いため，内容について事前に設計部とすりあわせを行っている．その結

果，ユーザーよりも設計部に配慮をした企画書となってしまう． 

 

設計部（ハードウェアチーム，ソフトウェアチーム）： 

企画書に従い，製品を設計，開発するハードウェア技術者，ソフトウェア技術者

で構成されるチーム．企画書に記載されている仕様が不明確であるため，独自で調

査をしたり，過去の経験で仕様を決めたりする．機能，性能が重要だと考えており，

企画部からユーザビリティ向上の提案があっても，コストや納期を考えると優先度

を下げてしまう．一方，開発支援部や品質保証部が行うユーザビリティ評価に対し

ては協力的であり，プロトタイプの作成などにいくらかの工数を割いている．人間

中心設計＝ユーザビリティ評価という誤解がある． 

 

設計部（デザインチーム）： 

ハードウェアチームが設計した筐体にカバーを被せることがデザインチームの仕

事になってしまっている．ユーザーの観点からデザインを決め，デザイン先行で開発

を進められるようにしたいと考えているが，ハードウェアチームに提案を行ってもコ

ストや納期を理由に断られることがほとんどである．人間中心設計プロセスの導入を

推進し，機械中心からユーザー中心のデザインへとモノづくりを変革しようとしてい

るが導入がスムーズに進まない状況である．また，デザインチームは取扱説明書の制

作も担当しているが，こちらもソフトウェアチームの設計仕様書をもとに取扱説明書

を制作している状態であり，ユーザー中心の取扱説明書になっていないことが課題と

なっている． 

 

開発支援部： 

デザインチームと一緒になり，人間中心設計プロセスの導入を推進している．ユー

ザビリティ評価の支援を中心に活動しているが，ハードウェアチームやソフトウェア

チームはプロトタイプの作成はするものの主体となって活動するわけではないため，

支援というよりは代わりになってユーザビリティ評価を実施している状態である．そ
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のほかにもさまざまな開発支援活動を行っているが工数に限りがあるため，それらの

効果を測定し活動の優先順位付けを行う必要がある．部門として人間中心設計手法の

実践は重要であり効果を示したいと考えているが，測定が難しく頭を悩ませている． 

 

品質保証部： 

不具合が無いことと安全性が確保できていることの確認を行っている．ユーザビ

リティに関しては品質の一部だという認識があまりなく，その向上に対して組織とし

ての取り組みはできていない．ユーザビリティ評価は一部のメンバーで小さく実施し

ている状態である．完成品に近い試作機を用いてユーザビリティ評価を実施している

ため，抽出した問題点を設計部に伝えても，手戻りが多すぎるためいまさら設計を変

更できないという理由で対策されない場合が多い．また，ユーザビリティ上の問題は，

安全性の観点から見ると軽微な問題であることが多く，設計部に対策の優先度を下げ

られてしまう場合も多い．このようなことから，ユーザビリティ上の問題を抱えたま

まの製品が発売されてしまい，潜在的な顧客の不満足を生んでしまっていることに懸

念を持っている．手戻りが少なく対策の実施が可能である製品ライフサイクルのより

上流でユーザビリティ評価を実施したいと考えている． 

 

営業部： 

日ごろからユーザーの声を聞いているが，それを設計部にインプットするタイミン

グがない．インプットできた場合でも，優先度を上げてもらえず採用されないケース

が多いため不満が溜まっている． 

 

サービス部： 

営業部と同じく，日ごろからユーザーの声を聞いているが，それを設計部にインプ

ットするタイミングがない．それに加え，フィールドサービス担当者からメンテナン

ス性についてのニーズを聞いているが，それもインプットするタイミングがない．イ

ンプットできた場合でも，やはり優先度を上げてもらえず不満が溜まっている．その

結果，顧客の満足度が高い機能が削除されたり，逆に顧客の満足度が低い機能がその

まま修正もされずに実装されていたりすることがあり，企画部，設計部に不満を持っ

ている． 
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4.15. まとめ 

先行研究調査により，システムペルソナを中核とするフレームワークを構築するために

カスタマイズが必要な手法を明確にすることができた．また，先進企業へのアンケート調

査とインタビュー調査による人間中心設計プロセスの活用度調査結果，調査対象企業がウ

ェブページ等で公開している企業情報，追加でのインタビュー調査による詳細情報をもと

に，人間中心設計プロセスの導入に対して課題を持つ業務用製品を開発，製造，販売する

架空企業を設定した．これにより架空の企業が置かれている環境や状況を把握できた，次

章以降では，図 4-14 に示すように本章で設定した架空企業の課題を念頭に置きながら，

先行研究調査に基づき必要と判断した「企画プロセス」「設計プロセス」「品質保証プロセ

ス」におけるシステムペルソナを活用するために必要な人間中心設計手法についてカスタ

マイズを行う．  

 

 図 4-14 フレームワークを構成する手法のカスタマイズ 
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5. 企画プロセスにおける 

人間中心設計手法のカスタマイズ 
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5.1. はじめに 

企画プロセスで実施することは，企業の製品戦略（「戦略プロセス」における手法の検

討については，付録 補遺 2 参照）に基づきユーザーニーズを満たした新製品の開発計画

を立てることである．本章ではシステムペルソナを用いてユーザーニーズを満たした製品

企画を立案するための手法を構築する．手法の構築にあたっては，業務用製品を開発する

架空企業の課題を解決するよう人間中心設計手法をカスタマイズする． 

 

 

 

 

5.2. 架空企業の企画プロセスにおける課題 

製品企画を立案するためには，ユーザーニーズの解決案を検討し製品仕様に展開しなけ

ればならないが，メーカーでは数多くあるユーザーニーズについて，次期新製品にて対応

するかしないか，対応する場合はどのように解決するのかを，次期新製品の企画や設計に

携わる関係者が集まり一件ずつ読み合わせをして決定していくという手順で進める場合

が多い．このような方法では，関係者が思い描く対象ユーザー像がばらばらであれば，対

図 5-1 本章のスコープ 
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応すべきユーザーニーズなのか，対応しなくても良いユーザーニーズなのかの判断もばら

ばらになってしまう．さらに，対応する場合においても，それぞれのユーザーニーズに対

する解決案の方向性がばらばらになったり，複数のユーザーニーズをまとめて解決する最

適解が検討されなかったりするという問題点が挙げられる． 

また，業務用製品は特殊な業務を支援する専門的な製品であり，専門的な技術を持った

ユーザーが使用するため，機能，性能が重要視される場合が多い．その結果，メーカーに

おいては，機能，性能について社内で最も詳しい設計部門が主導する形で製品開発が進め

られる場合が多い．企画部門がユーザーニーズを反映した製品企画を立案したとしても，

機能，性能以外の要求事項に関しては企画担当者がよほど論理的に必要性を説明できない

限り，設計部門がそれらを重要視せず優先順位が下げられてしまい，要求事項が製品に反

映されない可能性が出てきてしまう．それでは，機能，性能を改善した従来の延長線上の

製品しか開発できず，競合他社製品との差別化を図ることが困難になってしまう． 

 

5.3. 業務用製品の企画立案における課題 

前節で述べたとおり，業務用製品の企画立案の課題として，  

1）関係者が思い描く対象ユーザー像の共通認識を持てること 

2）ユーザーニーズに対する解決案の方向性を統一できること 

3）複数のユーザーニーズを統合して検討できること 

4）ユーザーニーズの採用理由を論理的に説明できること 

5）他社製品との差別化を図るアイディアを検討できること 

といった点があげられるが，こういった課題を解決するために，企画立案段階において

第 3 章で作成したシステムペルソナの利用を検討する． 

 

課題 1）の解決に関しては，企画検討前に関係者でシステムペルソナの読み合わせを行

い，関係者が思い描く対象ユーザー像を一致させ共通認識を持てるようにすれば良い．こ

れは従来通りのペルソナ手法のメリットであり，システムペルソナを構築したことにより

業務用製品開発においても同様のメリットを得ることができるようになった． 
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課題 2）～課題 5）の解決については，第 4 章で述べたとおり人間中心設計手法にはユ

ーザーニーズから論理的に解決案を導き出す手法に弱点があることが分かっている．人間

中心設計以外の手法を調査した結果から「ヒューマンデザインテクノロジー」と「QFD」

という二つの手法の考え方が，その課題を解決する可能性があることが分かった．したが

って，本章では人間中心設計手法の中で最も重要な手法の一つであるペルソナ（本研究に

おけるシステムペルソナ）に，これらの手法の考え方を取り入れ，課題 2）～課題 5）を

解決する業務用製品のための企画立案手法を構築する． 

 

5.4. 製品コンセプトの必要性 

システムペルソナを作成することにより，関係者で対象ユーザー像の共通認識を持つこ

とができる．図 5-2 に示すように，製品企画，ユーザインタフェースデザインやユーザ

ビリティ評価などの各段階で，関連部門のメンバーがシステムペルソナを念頭に置きなが

ら活動することにより，どんな困りごとを持った，誰に対して製品を提供するのかといっ

たように対象ユーザーを中心に考えた検討ができるようになり，顧客満足度の高い製品を

生みだすことができる．しかし，システムペルソナがあったとしても，そのままでは情報

量が多く，各部門が焦点を当てるポイントがずれてしまい活動がぶれてしまう恐れがある．

したがって，システムペルソナからポイントを絞った製品コンセプトを立て，コンセプト

に基づいて活動し，何か判断に迷うようなことがあればコンセプトに立ち戻って考えられ

るようにしなければならない[1]． 
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第 4 章で述べたように「ヒューマンデザインテクノロジー」は，製品のコンセプトを

構造化しウェイト付けを行う手法が包含されている[2]．この手法を参考に企画立案時に

おける課題「2）ユーザーニーズに対する解決案の方向性を統一できること」を解決でき

る方法を検討する必要がある．ユーザーニーズに対する解決案を検討する際に，どのよう

な方向性で問題を解決するかを明確に示す製品コンセプトを決定しておくことは非常に

重要である．製品コンセプトが無ければ，例えば「夜間，緊急検査においては一刻も早く

測定したい」という要求事項に対しては「ボタン一つで測定を実施できる」という解決案

を導き出し，「夜間当直の臨床検査技師が慣れていない機器であっても，消耗品交換を間

違わずに実施できるようにして欲しい」という要求事項に対しては「ウィザード形式の画

面を表示し，手順を追って確実に操作を実施できるようにする」という解決案を導き出し

てしまう．これらの解決案は個々の要求事項に対しては最適であるかも知れないが，この

例では，2 件目の解決案は 1 件目の要求事項に相反している．このような解決案の検討方

法を取っていては製品の仕様に統一感が無くなってしまい，結果としてユーザーに不満足

を与えてしまうことが考えられる．  

図 5-2 システムペルソナの利用手順 
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5.5. 提案手法「製品コンセプトの 8側面」 

システムペルソナにより，図 5-3 のように複数の人物，施設全体や組織の状況や困り

ごとを明確にすることができるため，これらから開発しようとする製品がユーザーのどの

ような状況に合致し，どのような困りごとを解決するのかといった製品企画の骨格となる

コンセプトを決定する． 

 

 

 

 

ユーザーの困りごとの整理にあたっては，業務用製品は操作者と購買決定者が異なるた

め，操作者だけではなく購買決定フロー上の人物のニーズを満たすことも重要だというこ

とを忘れてはならない．したがって「ヒューマンデザインテクノロジー」ではユーザーニ

ーズを統合してコンセプトを抽出するとしているが，業務用製品においては操作者への適

図 5-3 システムペルソナによる状況・困りごとの明確化 
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合の観点および購買決定者の購買決定理由の観点を明確にしたうえで，その観点ごとにユ

ーザーニーズを構造化する必要がある． 

操作者への適合の観点については，山岡が著書の中で HMI（Human Machine Interface: 

人間と機械との関わり）には 5 つの側面があると提唱しており，これを活用することが

できる[3]． 5 つの側面とは（1）身体的側面（2）頭脳的（情報的）側面（3）時間的側

面（4）環境的側面（5）運用的側面である．身体的側面は操作者と製品との身体面に関

する適合性についてであり，例えば，製品のボタンの大きさや画面の高さ，消耗品の重さ

などを検討する際に重要となる．頭脳的（情報的）側面は操作者と製品との情報面のやり

取りに関する適合性についてであり，例えば，画面に表示する説明の分かりやすさや一度

に表示する量などを検討する際に必要となる項目である．時間的側面は操作者の作業時間

や急ぎ具合，製品の反応時間などの時間面に関する適合性についてであり，無理な姿勢を

続けることになったり，慌てて操作しミスを起こしたりすることを防ぐために考慮しなけ

ればならない．環境的側面は操作者の環境面に関する適合性についてであり，例えば，製

品の騒音や振動，消耗品の臭いなどに問題が無いかを確認する．運用的側面は業務におい

て操作者と製品をうまく運用するにはどうすれば良いかに関する側面であり，業務用製品

においては非常に重要である．このように HMI の 5 側面を活用すれば，主にユーザビリ

ティに関するコンセプトを整理することができる．  

購買決定理由の観点については，施設に関する状況，困りごとの整理を行う．業務用製

品の場合はコンシューマー製品と違って，操作者が製品の対価を支払うわけではない．し

たがって，業務用製品を購入する施設においては，操作者が最初に製品の選定を行い，購

買部などの購買決定者が最終決定を行うケースがほとんどである．その場合，操作者は使

い勝手の良さや効率の良さにより製品を選定するが，購買部はコストの削減や管理のしや

すさなど別の側面で製品の選定を行う．このようなことから，病院や工場などの施設が業

務用製品の購買を決定する理由を整理する必要がある．購買決定理由については，NTT-X

と株式会社三菱総合研究所による「BtoB 購買に関する意識調査」や，B2B マーケティン

グ株式会社による「BtoB 商材の購買活動に関するアンケート調査」などが行われている

[4,5]．調査結果は表 5-1 のとおりである． 
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BtoB購買に関する意識調査
BtoB商材の購買活動に関する

アンケート調査

1位 価格 価格

2位
製品の性能

（品質・デザイン・拡張性等）
機能／効果

3位 取引条件・契約条件の良さ アフターサービス

4位 アフターサービスの良さ 顧客の声（口コミ）

5位 営業マンのスキル・人間性 実績（事例）  

 

「BtoB 購買に関する意識調査」の 3 位と 5 位は営業活動の取り組み方に関する要因で

あり，製品企画とは関係がない．また「BtoB 商材の購買活動に関するアンケート調査」

の 4 位と 5 位も製品を販売した結果によるものであり，製品企画とは関係がない．これ

らを削除すると表 5-2 のとおりとなる． 

 

業務用製品における購買要因の3側面

コスト的側面 価格（ランニングコスト）

性能的側面 性能（機能・効果・品質・デザイン・拡張性等）

保守的側面 アフターサービス  

 

コスト的側面は製品本体の価格だけではなく，消耗品の使用量や定期メンテナンスの費

用などのランニングコストも含めたコストに関する側面である．業務用製品は施設の予算

の範囲での購入および維持管理となるため，製品の選定にあたっては重要な項目である．

性能的側面は製品の性能に関する側面である．ただ，操作者が求める性能とは異なり，実

際に製品を使用しないものが選定にあたることが多いため，ここでいう性能とは，競合他

社とのカタログスペック上での差になる．人件費を下げるという意味で，製品導入による

効率の向上についても重要視される．保守的側面は製品の保守に関する側面である．業務

で使用する製品であるため，低価格で購入できたとしても，頻繁に故障し業務が止まって

しまうようでは問題がある．万が一，トラブルが発生しても早急に復旧できることが重要

となる． 

このように，業務用製品を企画するうえで重要となるユーザー（操作者）にとっての

HMI の 5 側面，および施設やユーザー（購買決定者）にとっての購買要因の 3 側面を抽

表 5-1 業務用製品の購買決定要因 

表 5-２ 業務用製品における購買要因の 3側面 
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出した．これらを統合した合計 8 側面をもとに製品コンセプトを立案する．これにより，

企画，設計，品質保証の各プロセスにおいて関係者が製品コンセプトの 8 側面を判断材

料に用いることができるため，課題「2）ユーザーニーズに対する解決案の方向性を統一

できること」の解決が可能となる． 

 

 

⾝体的側⾯
頭脳的（情報的）側⾯

時間的側⾯
環境的側⾯
運⽤的側⾯

コスト的側⾯
性能的側⾯
保守的側⾯

HMIの5側⾯

購買要因の3側⾯

 

 

5.6. 企画立案手法の概要 

製品コンセプトの 8 側面が決定すれば企画立案を行うこととなる．企画立案について

は本章で 5 つの課題を挙げているが，課題 1），2）に関してはシステムペルソナと製品

コンセプトの 8 側面を作成することにより解決できた．以降では残りの課題「3）複数の

ユーザーニーズを統合して検討できること」「4）ユーザーニーズの採用理由を論理的に

説明できること」「5）他社製品との差別化を図るアイディアを検討できること」の解決

方法について述べる．ここでいうユーザーニーズとは，システムペルソナから得られる情

報だけではなく，製品企画のために実施するインタビュー調査，クレーム分析，関連部門

や現地法人とのミーティングなどから得られた情報も含む，製品へのインプット情報すべ

てである． 

 

表 5-3 製品コンセプトの 8側面 
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第 4 章で説明したとおり，QFD は二元表と呼ばれるマトリクスを用いて，ユーザーニ

ーズと製品仕様を論理的に結びつける手法である．図 5-4 に示すように QFD にシステム

ペルソナと製品コンセプトの 8 側面を組み合わせてカスタマイズすることによりこれら

の課題が解決できると考えた．具体的な手順は次節で述べる． 

 

5.7. 提案手法「改良したQFD」 

課題「３）複数のユーザーニーズを統合して検討できること」に関しては，QFD がユ

ーザーニーズを，2 次ニーズ，1 次ニーズと親和させ上位概念を求めていく手法であるた

め，そのままの形で利用できカスタマイズは不要である．次に「4）ユーザーニーズの採

用理由を論理的に説明できること」に関して，QFD では親和させたユーザーニーズに対

して，顧客にとって重要か，競合他社とのベンチマーク上必要かといった要素で点数を付

け，それらを総合してユーザーニーズの優先順位を付けるとある．一見，論理的に優先順

図 5-4 企画立案手順 
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位を付けられるように感じるが，QFD 関連の書籍やセミナーではベンチマークとの比較

による点数付けの方法は明確に示されているものの，顧客にとって重要なニーズかどうか

については，単に重要なものにマークを付けることと説明されているだけであり根拠が薄

い[6]．そのようなことから，システムペルソナと製品コンセプトの 8 側面を用いて根拠

付けを行えるよう二元表をカスタマイズした．図5-5は従来のQFDでの優先付けであり，

図 5-6 が業務用製品開発用にカスタマイズした QFD での優先付けである． 

 

 

 

 

 

 

QFD では重要なユーザーニーズから順に◎〇△などの記号を付け優先度とするとして

いる．しかし，顧客の観点での優先順位付けの方法については，顧客にとって重要かどう

かで判断することとしか述べられておらず，それでは，対象ユーザーのセグメントが複数

あった場合にどうするのか，対象ユーザーの理解が関係者で共通認識を持てているのかと

いった疑問が残る．また，業務用製品開発では前述のとおり操作者だけではなく購買決定

者の観点も重要であり，製品コンセプトの 8 側面を考慮しなければならないため，従来

図 5-5 従来の QFDにおける顧客の観点による優先付け 

図 5-6 カスタマイズしたQFDにおける顧客の観点による優先付け 
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の手法では正しく優先付けができているとはいえない．したがって，QFD をカスタマイ

ズし，図 5-6 で示すように記号を付けることとした． 

対象ユーザーが複数ある場合はシステムペルソナを対象ユーザーごとに作成し，それぞ

れ製品コンセプトの 8 側面を抽出しておく．そして，すべてのシステムペルソナの製品

コンセプトの 8 側面に優先度を示す記号を付けていくことにより，主観的ではなく客観

的かつ網羅的な優先付けが可能となる．これによりユーザーニーズの採用理由が論理的に

説明できるようになる． 

課題「5）他社製品との差別化を図るアイディアを検討できること」については，ユー

ザーニーズの優先付けができれば，優先の高いユーザーニーズから順に解決案を検討して

いくことが可能となり，その際にシステムペルソナや製品コンセプトの 8 側面を意識す

ることにより創造的なアイディアが検討できると考える． 

 

5.8. 「製品コンセプトの 8側面」検証実験 

5.8.1. 目的 

システムペルソナの構築により明確化された対象ユーザーの情報をもとに，「製品コン

セプトの 8 側面」を作成する実験を行い，妥当性の検証を行う． 

5.8.2. 方法 

第 3 章で作成した検体検査機器の対象ユーザーを明確化したシステムペルソナから得

られる状況や困りごとから製品コンセプトの 8 側面を作りあげていった．実験協力者は

表 5-4 に示すとおりであり，第 3 章においてシステムペルソナを構築したチームメンバ

ーとした．手順は図 5-7 に示すとおりである．まず，システムペルソナから施設や組織

の要求事項を収集した．次に，収集した要求事項を製品コンセプトの 8 側面のうち該当

する側面に分類した．そして，側面ごとに要求事項を構造化し各側面のコンセプトを抽出

した．最後にチームメンバーによりコンセプトの優先順位付けを行った．  



 

- 125 - 
 

 
年代 性別 職種
30代 男性 企画
40代 男性 設計（ハード）
40代 男性 設計（ソフト）
20代 女性 設計（デザイン）
30代 女性 品質保証
30代 男性 営業
30代 女性 サービス（フィールドサービス）
40代 男性 サービス（フィールドサービス）
40代 男性 サービス（サポートセンター）
40代 男性 サービス（サポートセンター）  

 

 
図 5-7 製品コンセプト作成手順

表 5-4 チームメンバー（実験協力者）の属性 
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5.8.3. 結果 

システムペルソナの情報から「排液ボトルが重たくて捨てに行くのが大変」「検査室が

騒々しい」「オーダーが増えてきて検査が間に合わなくなってきた」「患者への説明責任が

高まっている」「検査室のコスト削減が求められている」といったさまざまな状況や困り

ごとが分かった．それらの要求事項を，例えば「排液ボトルが重たくて捨てに行くのが大

変」であれば「身体的側面」というように製品コンセプトの 8 側面に振り分けていった． 

次に，振り分けられた要求事項を親和させ製品コンセプトを導き出した．身体的側面の

製品コンセプトは表 5-5 のとおりとなった．このようにして，すべての製品コンセプト

を導き出していき，表 5-6 に示すとおり製品コンセプトの 8 側面を作成した．さらに，

製品コンセプトの各側面には「ヒューマンデザインテクノロジー」でのウェイト付けと同

様，優先順位を記載するようにした．仕様検討時，あるユーザーニーズを解決しようとし

た際に，一方の側面を満たした場合，他方を満たせなくなるというケースが発生するため

である．その場合，どちらの側面を優先するかが重要となるため，優先順位付けをしてお

かなければ判断に迷うこととなる．優先順位付けは実験協力者が部門ごとに製品コンセプ

トの 8 側面に◎（最重要），〇（重要），△（あると良い）の３つのマークを付け，それ

ぞれ 3 点，2 点，1 点として合計点を計算し客観的に決定した．優先順位付けにより製品

が目指すべき方向に対するチームメンバーの合意が形成された． 

 

 

製品コンセプト 親和 要求事項

試薬が重たくて女性は持てな
い

排液ボトルが重たくて捨てに行
くのが大変

カバーが固くて開けにくい

試薬のキャップが固くて女性で
は回せない

女性の力でも取り扱えること

どの技師でも付属品を運ぶこと
ができる

どの技師でも部品を取り扱える

 

 

 

 

表 5-5 身体的側面の製品コンセプト 
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製品コンセプト 優先順位 合計点 企画
設計
ハード

設計
ソフト

設計
デザイン

品質保証 営業 サービス

身体的側面
女性の力でも取り扱える
こと 7 1 △

頭脳的（情報的）側面
専門知識が無いユーザー
でも使用できる 6 2 △ △

時間的側面
慌てていても操作できる

5 3 ○ △

環境的側面
騒々しい検査室の中でも
装置の状態を把握できる 8 0

運用的側面
慣れていない操作者でも
扱える 2 9 ○ △ ○ ○ ○

コスト的側面
ランニングコストを低く
する 4 6 △ ○ ◎

性能的側面
処理速度を向上させる

3 8 ◎ ◎ ○

保守的側面
ユーザーによりトラブル
を容易に解決できる 1 13 ◎ ◎ ◎ △ ◎

側面

HMIの5側面

購買要因の3側面

 
 

5.8.4. 考察 

システムペルソナを用いることにより，チームメンバーが思い描く対象ユーザー像のば

らつきが無くなり，ユーザーに対する共通認識を持つことができた．また，製品コンセプ

トの 8 側面が表されているため要求事項の分類が容易であった．これらのことにより製

品コンセプトの優先付けを論理的に行うことが可能となったため，根拠なく声の大きいメ

ンバーの意見が採用されるといったことが無くなり，納得感のある合意形成を図ることが

できた．製品コンセプトの 8 側面作成後，チームメンバー10 名に対して手順の納得感に

関するアンケート調査を行ったところ「とても納得感がある：4 名」「納得感がある：5

名」「未回答：1 名」であった． 

このようにシステムペルソナをもとに，対象となる業務用製品の製品コンセプトを導き

出す方法を確立することができ，前述した業務用製品の企画立案における課題「ユーザー

ニーズに対する解決案の方向性を統一できること」を解決できた．これにより，企業が製

品ライフサイクルの企画，設計，品質保証プロセスにおいて一貫した活動ができるように

なると考えられる．次節では製品コンセプトの 8 側面をもとに，ユーザーニーズの優先

順位付と企画立案のためのアイディア創出について実験を行う． 

 

表 5-6 製品コンセプトの 8側面の優先付け 
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5.9. 「改良したQFD」検証実験 

5.9.1. 目的 

製品コンセプトの 8 側面を作成したことから製品コンセプトとその優先順位が明確に

なっている．本節ではユーザーニーズの優先順位付けを行う方法，および優先が高いユー

ザーニーズに対して，優先が高い製品コンセプトの側面から順に考慮し解決案を検討（ア

イディア創出）する方法について検証実験を行う． 

5.9.2. 方法 

実験の手順は図 5-8 のとおりであり，実験協力者は製品コンセプトを導出する実験と

同じく，表 5-4 で示したシステムペルソナを構築したチームメンバーである． 
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5.9.3. 結果 

検体検査機器におけるユーザーニーズの優先順位付けの結果を表 5-7 に示す．チーム

メンバーが集まり，顧客インタビューや行動観察の結果，クレーム情報や関連部門の声な

どからユーザーニーズを収集し親和させた．次に，親和させたユーザーニーズがどの製品

コンセプトの側面と関連が深いかマークをつけた．マークは，◎（関連がとても深い），

〇（関連が深い），△（関連がある）とした．◎3 点，〇2 点，△1 点とし，製品コンセ

プトの優先順位による点数（1 位 5 点，2 位 3 点，3 位 2 点，4 位以下 1 点）と掛け合わ

せたものを合計点欄に表した．合計点が高いものが優先的に取り組むべきユーザーニーズ

となる．  

図 5-8 解決案の検討，アイディア創出手順 
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女性の力
でも取り
扱えるこ
と

専門知識
が無い
ユーザー
でも使用
できる

慌ててい
ても操作
できる

騒々しい
検査室の
中でも装
置の状態
を把握で

慣れてい
ない操作
者でも扱
える

ランニン
グコスト
を低くす
る

処理速度
を向上さ
せる

ユーザー
によりト
ラブルを
容易に解
決できる

1点 1点 1点 1点 3点 1点 2点 5点

メンテナンスの手間がかからない 9 ○ ◎ △

報告書が作成できる 10 ◎ ○ △

進捗が分かりやすい 8 ○ ◎ △

立上げが容易である 11 ◎ ○ △

ネットワーク接続しやすい 10 ◎ △ ○

消耗品の在庫管理ができる 10 △ ○ ◎

他の装置と連動する 9 △ ○ ◎

夜間でも検査できる 12 △ ○ ◎

設定変更が容易である 10 ◎ ○ △

・・・

ターゲットAのシステムペルソナにおける製品コンセプトの8側面 ターゲットBの・・・

ユーザーニーズ 合計点

 

 

ユーザーニーズを親和させることにより，業務用製品の企画立案における課題「複数の

ユーザーニーズを統合して検討できること」を解決することができた．また，論理的に導

出した製品コンセプトの 8 側面の優先順位を用いて，計算式により優先の高いユーザー

ニーズを選択することができたため，課題「ユーザーニーズの採用理由を論理的に説明で

きること」を解決することができた． 

採用したユーザーニーズに関しては，製品コンセプトの 8 側面の優先順位が高い側面

から順に考慮し，システムペルソナを読み合わせしながら解決案の検討およびアイディア

創出を行った．結果を表 5-8 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-7 ユーザーニーズの優先付け 
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No. ユーザーニーズ 製品コンセプトによるアイディア創出 

１
 
夜
間
で
も
検
査
で
き
る
 

「夜間，緊急検査においては一刻

も早く測定したい」 

「夜間当直の臨床検査技師が，慣

れていない機器であっても，消耗

品交換を間違わずに実施できるよ

うにして欲しい」 

※親和させたため，二つのユーザ

ーニーズを統合している 

優先順位 1：ユーザーによりトラブルを容

易に解決できる 

⇒関係がない 

優先順位 2：慣れていない操作者でも扱え

る 

⇒夜間，慣れていない操作者が，慌てなが

ら，普段操作しない装置の消耗品交換を行う

ことは難しい．⇒そもそも，夜中に消耗品切

れが発生しないようにする． 

２
 
立
上
げ
が
容
易
で
あ
る
 

「装置の立上げに時間がかかる

ため，一人だけ早く出勤し，装置

の立上げを行わなければならない

ため大変である」 

優先順位 1：ユーザーによりトラブルを容

易に解決できる 

⇒関係がない 

優先順位 2：慣れていない操作者でも扱え

る 

⇒早く出勤するのは一人だけであるので，慣

れていない装置もたくさんある．ボタンを押

すだけで立ち上げられないか？ ⇒そもそ

も自動的に立ち上がるようにする． 

 ・・・  ・・・ 

 

No.1 のユーザーニーズについては，以前より営業部門から「夜間モード」を搭載して

欲しいとの要望が上がってくることが多かった．本手法が無くとも，夜間，あまり製品に

慣れていない臨床検査技師が当直をすることは経験上想定できたので，企画では夜間のユ

ーザー用として，例えば，ウィザード形式で手順をこと細かく説明するなど，慣れていな

くても消耗品の交換ができる簡単なユーザインタフェースを提案しようとしていた．しか

し，システムペルソナから以下の情報が分かった． 

 

 

表 5-8 アイディア創出結果 
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施設モデルより， 

・病院は夜間緊急検査を行っている．救急車が到着し検査のオーダーがかかると，一

刻も早く検査をしなければならない． 

・病院全体で人員が減少傾向にある． 

組織モデルより， 

・検査部門は 10 種類以上の装置を管理している． 

・検査部門はルーチン業務で手一杯であり，日常のルーチン業務で使用する装置以外

については，操作方法などの教育を実施する時間が取れていない． 

・夜間緊急検査業務は 20 名以上の臨床検査技師からローテーションで一人ずつ順番

に当直で対応している． 

業務フロー上の困りごとより， 

・真夜中に当直の臨床検査技師より，消耗品の交換方法がわからないと電話がかかっ

てきて起こされることがある． 

 

これらのことから，チームメンバーは，夜間緊急検査を担当する臨床検査技師が，専門

分野以外の装置の操作方法を学習する機会が減る中，ほぼ 1 か月ごとに普段使わない装

置を操作し，救急車で搬送されてきた患者のために一刻も早く検査を実施しなければなら

ないという状況を思い描くことができた．このようなプレッシャーの中では，いくら簡単

なユーザインタフェースを用意しても，いちいち消耗品の交換を実施している余裕は無い．

したがって，日勤の臨床検査技師が帰宅前に，夜間，消耗品が切れるかどうかを事前に確

認でき，消耗品が切れることが予想される場合はあらかじめ交換しておくことができる機

能を考えた．  

 

No.2 のユーザーニーズについては，開発部門は装置の立ち上げ時間を少しでも短くす

るための努力をすべきではないかという議論になった．しかし，システムペルソナから以

下の情報が分かった． 

施設モデルより， 

・病院全体で人員が減少傾向にある． 

組織モデルより， 

・検査部門は 10 種類以上の装置を管理している． 
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・検査室のレイアウトから，装置間の移動が面倒． 

業務フローより， 

・一人だけ早く出勤している． 

・看護師が朝 7 時から病棟の患者の検体を採血しており，立ち上げ後はすぐに精度

管理（装置の精度の確認）を行い検査が始められる状態にしなければならない． 

 

これらのことから，チームメンバーは，装置を立ち上げるために一人の臨床検査技師が

早めに出勤しており，その臨床検査技師は既に採血が始まっているため少しでも早く検査

を開始できるようにしなければならないというプレッシャーがある中，専門分野以外の装

置もすべて立ち上げている．また，立ち上がった装置から順に精度管理を実施しなければ

ならず，広い検査室をあちこちへと移動しているという状況を思い描くことができた． 

このような状況の中では，いくら立ち上げ時間が早くなったとしても「立ち上げの開始」

「立ち上がったことの確認」「立ち上がっていれば精度管理の実施」という手順を減らす

ことはできない．したがって，タイマーで自動的に立ち上がるようにし，一日の業務を「精

度管理の実施」から開始できる機能を考えた．  

5.9.4. 考察 

検体検査機器の事例において，従来，企画立案に関する会議で製品の概要仕様を検討す

る際に，例えば，主な対象ユーザーである中核病院の運用に，搭載しようとしている機能

が合うか，合わないかという議論がよく起こった．会議の参加者それぞれがイメージする

施設の規模や運用が異なっており，折り合いがつかないことが多かったためである．しか

し，システムペルソナを用いた場合，システムペルソナを選定すること自体が合意形成に

なっており，決定したシステムペルソナの施設モデルや組織モデルを見ながら，運用に合

わせるにはどうすれば良いかという建設的な議論が行えるようになった． 

また，検体検査機器の事例では 3 件の特許を出願することができた．システムペルソ

ナにより施設の状況を具体的にイメージできるようになったため，創造的なアイディアが

出せたと考える．「夜間モード」の件であれば，従来のペルソナでは操作者の困りごとが

分かる程度であり，営業部門から要望された「夜間モード」をそのまま搭載していた可能

性が高い． 
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システムペルソナと製品コンセプトの 8 側面を用いることにより，業務用製品の企画

立案における課題「他社製品との差別化を図るアイディアを検討できること」を解決する

ことができたと判断する． 

  

5.10. まとめ 

システムペルソナを活用するために必要な人間中心設計手法について，架空企業に適合

するようにカスタマイズを行った結果，以下の手法を構築することができた． 

 

(1) 「ヒューマンデザインテクノロジー」のコンセプト抽出方法に業務用製品の観点

を付加した手法「製品コンセプトの 8 側面」． 

(2) 「QFD」を改良しユーザーニーズを論理的に優先付けできるとともにアイディア

発想を可能とした手法「改良した QFD」． 

 

 

 図 5-9 本章で構築した手法 
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6. 設計プロセスにおける 

人間中心設計手法のカスタマイズ 
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6.1. はじめに 

設計プロセスで実施することは，製品企画に基づいたユーザーニーズを満たす製品を実

現するために，製品に必要とされる機能，デザインを具現化する仕様書等を作成すること

である．第 5 章において「ヒューマンデザインテクノロジー」「QFD」のカスタマイズを

行ったが，設計プロセスをカバーすることができなかったため新たな手法を構築する必要

がある．本章では特にユーザビリティの良し悪しを決定づける重要な要素であるグラフィ

カルユーザインタフェース（以降，GUI）の設計手法の構築を行う． 

 

 
 

6.2. 架空企業の設計プロセスにおける課題 

第 4 章で述べたように，人間中心設計手法には要求事項から具体的な製品の機能や GUI

にどのように展開すれば良いか，解決案の導き出し方を明確にする手法が存在していない．

したがって，システムペルソナ，製品コンセプトの 8 側面や優先の高いユーザーニーズ

図 6-1 本章のスコープ 
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が明確になっていたとしても，それらからどのように GUI の設計を行うかはソフトウェ

ア技術者のスキルに依存することが多く属人的である．結局，技術者自身の感覚でボタン

の配置や文字入力欄の大きさなどの画面レイアウトを決定したり，技術者自身にとって重

要だと考える情報を画面に表示したりする恐れがある．開発に苦労して搭載した機能であ

れば，技術者はそれを目立つよう強調したデザインにしたいと考えることもあるだろう． 

GUI の設計が悪いと，特に業務用製品の場合においては大きな問題となることがある．

例えば，検体検査機器であれば測定結果を誤って削除してしまったり，トラブルに間違っ

た対応をしていまい機器の復旧ができなかったりと，検査業務に影響を与えてしまう可能

性がある．また，業務用製品はルーチン業務で使用することが多く，業務によっては長時

間にわたり何度も繰り返し同じ画面を見なければならないという利用状況もある．そうい

った場合に図 6-2（左）のように色を強調したデザインの画面パーツが表示されていれば

目が疲れるだろうし，図 6-2（右）のように技術者目線のメッセージが表示されていれば

ストレスが溜まるだろう．ユーザーが知りたいのは，あとどれくらい待てば検索が終了す

るかであってデータ量ではない．業務に追われ急いでいる状況で，メーカーの技術（デー

タの多さ）を誇示するかのような，業務にとって意味の無いメッセージが表示されている

とユーザーの不満足が蓄積されるであろう．しかし，設計部門の力が強い企業においては，

技術者自身の感覚により決定した GUI デザインがそのまま製品に搭載されてしまうこと

がある． 

 

 

 
図 6-2 技術者の思い込みによる GUI デザイン 
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6.3. 提案手法「GUI 設計マトリクス表」 

技術者の属人的な設計を防ぐ方法の一つとして UI デザインパターンの活用がある．UI

デザインパターンとは，GUI を含むユーザインタフェースのデザインに関して，過去の設

計のノウハウやユーザビリティ評価結果から得られた知見を蓄積しまとめられたベスト

プラクティスである[1,2]．こういった UI デザインパターンは不特定多数の人が利用する

コンシューマー製品の GUI の設計に適用すれば，大多数の人にとって使いやすいソフト

ウェアが提供できるようになると想定され，非常に価値の高い情報である．しかし，業務

用製品はコンシューマー製品と違ってユーザーの利用状況が特殊であるため，一般的なデ

ザインパターンを当てはめたからといってソフトウェアが使いやすくなるとは限らない．

例えば，一般的にはコントラストがはっきりしていれば画面要素が区別しやすいといえる

が，業務用製品においては，利用状況が「画面を長時間，注意深く見る」という特殊なも

のであった場合「色による区別は抑え，要素間のマージンで区別する」という GUI デザ

インを選択しなければならないことが分かる．したがって，本章では業務用製品における

利用状況を明確化したシステムペルソナと，そこから抽出した製品コンセプトの 8 側面

を用いて属人的では無く論理的に GUI の設計を行う方法を検討する． 

GUI 設計はソフトウェア技術者の好みや思い込みで行うのではなく，操作者が満足する

ことを常に考えながら進めなければならない．その際，システムペルソナには複数の人物

モデルが存在するので，そのすべてに注意しなければならない．また，業務用製品は画面

数が多くなることがあるため，機能ごとに別の技術者が GUI 設計を担当することもあり

うる．そういった場合，各々の技術者が操作者のことを考えていたとしても，個別に GUI

を検討していたのでは製品全体として一貫性を保てなくなる恐れがある．したがって，チ

ームメンバー全員でシステムペルソナと製品コンセプト 8 側面に従って論理的に GUI 設

計を行える方法を検討する必要がある． 

本章で提案する GUI 設計方法は，図 6-3 のようにシステムペルソナの業務フロー（タ

スクとその操作手順）と製品コンセプトの8側面とのマトリクス表を用いるものである．

このような GUI 設計マトリクス表を作成し，各操作手順と製品コンセプトの 8 側面を照

らし合わせて，それぞれの人物モデルにおける注意点を記載し，それらを解決する画面を

デザインしていく． 
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6.4. 「GUI 設計マトリクス表」検証実験 

6.4.1. 目的 

システムペルソナと製品コンセプトの８側面を用いて，論理的に GUI を設計する方法

について検証実験を行う． 

6.4.2. 方法 

検体検査機器における消耗品交換機能について GUI の設計を行った．ソフトウェアの

設計に関する実験であるため，実験協力者は表 6-1 のとおりソフトウェア技術者を中心

に構成した．また，ソフトウェア技術者が提案する GUI がハード的に実現可能かどうか，

デザイン的に問題がないかどうかを確認できるよう，ハードウェア技術者とデザイナーを

含めた． 

図 6-3 GUI 設計マトリクス表 



 

- 141 - 
 

 

年代 性別 職種
40代 男性 設計（ソフト）
30代 男性 設計（ソフト）
40代 男性 設計（ハード）
30代 男性 設計（デザイン）  

 

 過去の経験にとらわれず画面のデザインが可能か否かを判断するため，実験協力者はシ

ステムペルソナを作成したメンバーでは無く，かつ対象製品の担当者でも無い者を選定し

た．したがって，該当タスク「消耗品交換」の分析は以下のとおり事前に展開しておくこ

ととした． 

 

手順 

１）どの消耗品が無くなったのか確認する 

２）消耗品を倉庫に取りに行く 

３）取ってきた消耗品が，無くなった消耗品と同じかどうかを確認する 

４）消耗品を取り換える 

５）新しい消耗品の有効期限などを入力する 

６）消耗品交換処理の実行を開始する 

７）消耗品交換処理が完了したことを確認する 

８）・・・・ 

 

このように消耗品交換タスクを詳細な手順に分解した．手順作成の際に気を付けなけれ

ばならないのは，あくまでも操作者の行動を記載するということである．「消耗品交換処

理の実行を開始する」を「消耗品交換画面の実行ボタンを押下する」と記載してしまえば，

既に「実行ボタン」という GUI の設計をしてしまっていることになり，設計者の思い込

みでの設計になってしまう[3]． 

 

 

表 6-1 GUI 設計実験協力者 
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6.4.3. 結果 

実験協力者により，表 6-2 に示す GUI 設計マトリクス表にシステムペルソナに含まれ

る複数の人物モデルと製品コンセプトの 8 側面を考慮した GUI 設計上の注意点を記載し

ていった．「どの消耗品がなくなったのか確認する」手順であれば，操作者はベテランや

新人の臨床検査技師であり，製品コンセプトの 8 側面を見比べると「慌てていても操作

できる」というコンセプトから「慌てていると消耗品を間違える」という注意点が見つか

った．また，システムペルソナの業務フローから臨床検査技師が複数の機器を操作してい

ることや，組織モデルから臨床検査技師が採血も行わなければならないようになったこと

が分かった．このような場合，機器の前に担当の臨床検査技師がいない場合も想定される．

消耗品が切れると測定ができなくなり検査が止まってしまうため，誰かが気づき早急に対

応しなければならない．しかし，技師長室にいる技師長や別検査を担当している臨床検査

技師は，システムペルソナのレイアウトから対象の機器より少し離れた場所にいることが

分かったので「消耗品切れのアラーム音が聞こえないのではないか」という注意点が見つ

かった．こういった注意点を考慮して GUI の設計を行った．例えば「慌てていると消耗

品を間違える」という問題に対しては，図 6-4 のように最初に視線があたるダイアログ

の左上に消耗品名称を表示するという設計案を導き出せるなど，表 6-2 に示すようにす

べての手順に対して GUI の検討を行うことが可能であった． 

 

 

図 6-4 GUI 設計マトリクス表により導き出したGUI デザイン 
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操作手順 人物モデル
身体的
側面

頭脳的
側面

時間的
側面

環境的
側面

運用的
側面

コスト的
側面

性能的
側面

保守的
側面

慌ててい
ると 消耗
品を間違
える

慌ててい
ると 消耗
品を間違
える

消 耗 品
切れのア
ラーム音
が聞こえ
ない

・・・

消 耗 品
のラベル
の 字 が
小 さ く て
見にくい

使い切っ
た消耗品
の 廃 棄
が面倒で
ある

消 耗 品
が重たい

別 の 装
置 の 消
耗品と名
称が似て
いる

新人でも
交換でき
る

忙 し く て
し ば ら く
放置して
しまう

消 耗 品
が無くな
る頻度が
高すぎる

消 耗 品
のランニ
ングコス
トが高い

消 耗 品
の 発 注
の タ イ ミ
ングが分
か り に く
い

・・・

・・・ ・・・

どの消耗
品が無く
なったか
確認する

消耗品を
保管庫に
取りに行く

画面

製品コンセプトの8側面

HMIの5側面 購買要因の3側面
タスク：消耗品交換

臨床検査

技師

（ベテラン）

臨床検査

技師

（新人）

技師長

購買部

臨床検査

技師

（ベテラン）

臨床検査

技師

（新人）

技師長

購買部

 
 

 

表 6-2 GUI 設計マトリクス表 
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6.4.4. 考察 

人間中心設計手法には解決案を評価する手法は存在しているものの，要求事項から具体

的な製品の機能や GUI にどのように展開すれば良いか，解決案の導き出し方を明確にす

る手法が存在していなかった．したがって，システムペルソナや製品コンセプトの 8 側

面が明確になったとしても，それらからどのように GUI の設計を行うかはソフトウェア

技術者のスキルに依存することが多く属人的になると考えられた．  

本章で提案した GUI 設計マトリクス表を用いた GUI 設計方法により，技術者の属人的

な判断ではなく，システムペルソナや製品コンセプトの 8 側面を確実に考慮した GUI 設

計が可能となった．また，成果物としてマトリクス表ができあがるため，チームメンバー

全員で GUI 設計の妥当性を確認することができ，より品質を向上させることができた． 

しかし，GUI 設計マトリクス表によりユーザビリティの高い仕様を検討できるようにな

ったものの，マトリクス表の作成に多くの工数が必要になることが課題となった．検体検

査機器の場合，立上げ，消耗品交換，精度管理，測定やメンテナンスなどのタスクは約

50 種類存在し，それぞれのタスクは 10 手順程度で構成される．さらに操作者として 4

人の人物モデルが存在し，これらについて製品コンセプトの8側面の観点で確認すると，

50x10x4x8＝16,000 マスを検討しなければならなくなる．あまり工数がかかってしまう

ようでは開発現場での実効性がなくなってしまう． 

このようなことから，効率化の課題を解決するため製品コンセプトの 8 側面から，ど

のタスクや人物モデルであっても共通して設計に盛り込むべき要素を抽出し，事前に GUI

設計ガイドラインとしてルール化しておくことを提案する．例えば，製品コンセプトの 8

側面に「画面を長時間，注意深く見る」という項目があれば，GUI 設計ガイドラインに「長

時間見ていても目が疲れないか，画面要素は色ではなくマージンで区別されているか」と

いうルールを設定しておく．その結果，マトリクス表の個々の手順でこの製品コンセプト

の側面で確認しなくとも，画面全体に適用することが可能となる．GUI 設計ガイドライン

による効率化のフローを図 6-5 に，GUI 設計ガイドラインを表 6-3，表 6-4 に示す． 
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GUI 設計で得られたノウハウやナレッジを蓄積し GUI 設計ガイドラインという形でま

とめていくことにより，製品コンセプトに対応する GUI パターンが蓄積されることとな

り，将来的には機械的に画面レイアウトやダイアログデザインなどを決定できるようにな

ると期待される． 

 

 

 

 
図 6-5 GUI 設計ガイドラインによる効率化 
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操作性
１．視認性
－長時間見ていても目が疲れないか、画面要素は色ではなくマージンで区別されているか
－表示部位は必要な情報を表示するに十分な広さを持っているか
－情報の階層構造に沿った順序でレイアウトされているか
－表示文字は小さすぎないか
－強調表示（大きな文字、太字、斜体、下線など）は適切に使用されているか
２．柔軟性
－重要な機能を実行する際に、複数の異なる方法が用意されているか
３．効率性
－操作の手数は少なく設定されているか
－熟練したユーザに対して簡便で効率的な操作方法が用意されているか
－ページ間の適切なナビゲーションは用意されているか
－キーボードとマウスの間のように、手の移動が頻繁に発生しないか
－スリップを防ぐための配慮がしてあるか
－入力の確実性はあるか
認知性
１．平易さ（知覚関連）
－ゲシュタルト心理学の原理が効果的に使われているか
－目立たせるべき表示に図と地の要因を効果的に使っているか
－操作の手順は一定の順番に平面的に配置されているか
２．平易さ（認知関連）
－分かりにくい用語は使われていないか
－操作する対象を名前や座標で間接的に指示するのでなく、マウスなどで直接指示できるか
－言葉だけでなく視覚的な表現も利用しているか
－ある状態で操作可能な部位と不可能な部位は視覚的に区別してあるか
－操作のための画面部品と表示だけの画面部品は視覚的に区別してあるか
－操作する方向（押す、回転する、スライドするなど）は直感的に分かりやすいか
－ユーザが機器のシステムイメージを容易に理解できるようになっているか
－メニューの階層構造は適切に機能を分類しているか
－数値の表現はわかりやすいか
－例を示すことによって操作の分かりやすさを向上させているか
３．平易さ（記憶関連）
－要素の提示はマジカルナンバー（７±２）の範囲内におさまっているか
－モードは浅く（たとえば3層以内）設定されているか
－ユーザの記憶の負担を考慮して、再生型でなく再認型になっているか
４．平易さ（エラー関連）
－思い違いによるエラーが起きないように配慮されているか
－エラーが起きたとき、その原因だけでなく、対処の仕方も説明されているか  

 

 

表 6-3 GUI 設計ガイドライン（1/2） 
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５．一貫性
－違った状態やアプリケーションでも、同じ操作は同じ名称、色、形になっているか
６．連想性
－ユーザが慣れ親しんでいる日常的なメタファが利用されているか
－初めての用語でも、日常生活から容易にその内容が類推できるか
７．誘導性（ヘルプ関連）
－ヘルプ機能は適切に提供されているか
８．誘導性（ガイド関連）
－操作手順のガイダンスが行われているか
－具体例を使って操作が説明されているか
快適性
１．主体性
－説明の文章の主語はユーザになっているか
－ユーザが目標を変更したり、間違いに気づいたとき、すぐに中断できるか
－システムが故意に情報をユーザから隠しているというような印象を与えないか
２．寛大性
－エラーからの回復を支援する機能がついているか
－エラーを犯したユーザに厳しい表現をしていないか
３．快適操作
－適切なフィードバックがなされているか
－操作に対して即座に応答が返ってくるか
４．安心感
－訳の分からない状態に陥ったりしてユーザを不安に陥れることはないか
－どうしたらよいか分からない状態に陥ってユーザを困惑させることはないか
５．動機付け支援
－ユーザに使ってみたい気を起こさせるような配慮がなされているか
－失敗したときには叱責せず、成功したときにはそれを誉めるようにしているか
－最初から難しすぎてユーザに拒絶感を与えていないか
６．親近性
－メタファを使うような場合にユーザの日常生活との連続性に配慮しているか
－メッセージはアプリケーションの性格に応じた適切な言葉遣いをしているか
初心者／熟練者
１．利用開始直後のユーザ
－同種の機器を利用したことがないユーザにも、機器のイメージはつかみやすいか
－マニュアルを読まないでもある程度は使いこなすことができるか
２．低頻度利用ユーザ
－たまにしか利用しないユーザでも、操作を忘れずにいられるか
－操作を忘れてしまっても、直感的にすぐ操作できるか
３．長期利用ユーザ
－長い間利用していれば、自然に効果的な使い方を身につけることができるか
４．高頻度利用ユーザ
－頻繁に利用していると、わずらわしいとか面倒だとか思えてくる箇所はないか  

 

表 6-4 GUI 設計ガイドライン（2/2） 
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6.5. まとめ 

システムペルソナを活用して要求事項から論理的に GUI を設計できる手法「GUI 設計

マトリクス表」を構築した．要求事項から具体的な製品の仕様に展開する手法が欠けて

いることが人間中心設計プロセスの弱点であったが，それを埋める手法を構築すること

ができた． 
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図 6-6 本章で構築した手法 
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7. 品質保証プロセスにおける 

人間中心設計手法のカスタマイズ 
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7.1. はじめに 

品質保証プロセスで実施することは，開発された製品（取扱説明書を含む）が対象ユー

ザーの利用状況に合致しているかどうか，対象ユーザーのニーズを満足しているかどうか

の評価を行い問題点があればそれを抽出することである．本章ではソフトウェア画面を持

つ業務用製品とその取扱説明書のユーザビリティ評価手法の構築を行う． 

 

 

 

 

なお，本章の「品質保証プロセス」における人間中心設計手法のカスタマイズに関する

研究は，日本デザイン学会論文誌に採択された原著論文「医療機器のユーザビリティ評価

を通じた BtoB 製品評価手法の考察」と人間生活工学研究センター論文誌に採択された原

著論文「業務用製品の取扱説明書における構造化ヒューリスティック評価法に用いるチェ

ックリストの提案」に基づいて記載したものである[1,2]． 

 

図 7-1 本章のスコープ 
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7.2. 架空企業の品質保証プロセス（機器）における課題 

競合優位性を保つため，操作者の操作ミスを減らすためや操作性の悪さに起因するクレ

ーム数を減らすため，製品のユーザビリティを向上させることは企業にとって非常に重要

である．そのためには製品を発売する前にユーザビリティ上の問題点を抽出し解決する必

要がある．しかし，実際は試作機を用いて評価を行うなど，ある程度製品開発が進んだ時

期でのユーザビリティ評価の実施となることが多く，ユーザビリティ評価を実施した品質

保証部門がユーザビリティ上の問題点を指摘しても，設計部門には改修の時間が無く，抽

出した問題点を解決できないまま製品が発売されてしまう場合がある． 

 

7.3. 業務用製品に適したユーザビリティ評価手法 

業務用製品とコンシューマー製品の間には多くの相違点が存在する．例えば，コンシュ

ーマー製品は操作者と購入決定者が同じ人物である，初心者を含めた幅が広いユーザーが

使用する，さまざまな場所や時間に利用されるといったケースが多い．一方，業務用製品

は操作者と購入決定者が異なる，専門的な知識を持ったユーザーが使用する，業務で使用

されるため利用状況が限定的であるといったケースが多い．このような違いがある業務用

製品に対して，コンシューマー製品のユーザビリティ評価で用いられる「見やすさ，判断

しやすさ，操作しやすさ」などといった一般的なチェックリストによる評価を実施しても，

ユーザビリティ上の問題点をうまく抽出することができるかは疑問である．したがって，

業務用製品である検体検査機器のユーザビリティ評価を通じて，業務用製品開発に適した

ユーザビリティ評価手法を考察した． 

業務用製品には騒音測定器や POS スキャナーなどの小型の機器も存在するが，コンシ

ューマー製品と比べると，病院や工場などの施設に設置される医療機器や工作機械といっ

た大型の機器が多く存在する．こういった大型の機器は価格が高く，メーカーの開発期間

も長期間となる場合が多い．また，ユーザーについては，臨床検査技師や工場勤務者など

特別な技能を持ったものが機器の操作を行う．しかしながら，機種選定は施設の設備予算

で購入される機器であるため，操作者自身ではなく購買部門や経営者が決定する．機器の

利用状況に関しては業務での利用であるため，上司などの指示に従って業務で必要とされ
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る時間に必要とされる頻度で使用される． 

一方，コンシューマー製品は操作者個人の嗜好で購入されるものが多く，操作者＝購買

決定者となる場合が多い．また，業務用製品に比べると安価であるため買い替え頻度が高

くなり，それに伴い新製品の発売サイクルも早くなる．利用状況に関しては操作者個人の

必要に応じて利用されるため，さまざまな時間にさまざまな場所で使用される．こういっ

た業務用製品とコンシューマー製品との相違点を考慮した場合，業務用製品のユーザビリ

ティ評価に求められる要件は表 7-1 のとおりとなる．  

 

 

業務用製品 コンシューマー製品

評価全般について
大型機器であり，開発後工程での修正は
手戻りが大きいため，できるだけ早い段
階に確実に評価を実施できること

アジャイル的に簡易に評価を繰り返せる
こと

使用者 使用者本人をイメージできること 使用者本人をイメージできること

購買決定者 購買決定者をイメージできること 使用者本人をイメージできること

設置場所
設置スペース

設置場所をイメージできること さまざまな状況を考慮した一般的な評価

使用頻度
使用に関する制約

特有の利用状況をイメージできること さまざまな状況を考慮した一般的な評価

製品使用の結果生じた
成果物の利用者

使用結果の利用者をイメージできること 特に考慮する必要なし
 

 

このような業務用製品とコンシューマー製品の違いを考慮したユーザビリティ評価手

法を検討する． 

1 点目の要件として，開発の早い段階に実施できることが挙げられる．業務用製品は，

医療機器や工作機械など大型の機器が多く，開発も大規模となるケースが多い．その場合，

製品がある程度できあがった段階でユーザビリティ評価を実施し問題点を抽出したとし

ても，開発の手戻り工数が大きく対策が困難である．また，医療機器などの公的機関への

申請が必要となる製品の場合，容易に設計を変更できないという事情がある．そのため，

業務用製品においては開発のできるだけ早い段階に実施可能なユーザビリティ評価手法

を選択する必要がある[3,4]．  

表 7-1 業務用製品のユーザビリティ評価に求められる要件 
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2 点目として，複数のユーザーと設置される施設をイメージできることが挙げられる．

業務用製品はコンシューマー製品と違って，操作者以外にも購買決定者や製品の使用結果

の利用者など複数のステークホルダーが存在する．また，業務用製品はコンシューマー製

品のようにさまざまな場所で使用されるわけではなく，病院や工場など設置場所が特定さ

れる．したがって，複数のユーザーと機器が設置される施設をイメージしたうえでユーザ

ビリティ評価を実施し，的確に問題点を抽出する必要がある．  

3 点目として，業務用製品特有の利用状況上の問題点を抽出できることが挙げられる．

例えば，画面を要素ごとにはっきりと色分けしたデザインの電子カルテがあったとする．

これを「画面の要素は見分け易いか」という一般的な観点で評価した場合，ユーザビリテ

ィ上の問題点は無いと判断される．しかし，業務用製品はコンシューマー製品と異なり業

務で利用されるため，電子カルテであれば医師が病院の診察室で毎日 5 時間，注意深く

画面を見るという特有の利用状況が想定される．そのような場合，このデザインでは医師

は目が疲れてしまうことになる．こういった問題点が，実際にユーザーが使用して初めて

分かると，製品の満足度の低下につながるとともに改修となれば経費がかさんでしまう．

したがって，業務用製品特有の利用状況を考慮できるユーザビリティ評価手法を選択する

必要がある．  

さまざまなユーザビリティ評価手法が存在するが，認知的ウォークスルー法は，評価者

が操作者とその利用状況をイメージしたうえで，製品を利用する際に想定されるタスクの

操作手順に従って，手順ごとに操作者の認知過程を推測しユーザビリティ上の問題点を抽

出するという方法である[5]．つまり，ユーザビリティ評価時に複数のユーザーと設置さ

れる施設および業務用製品特有の利用状況をイメージできるようにすれば，それらを考慮

した問題点の抽出が可能である．また，仕様書や操作フローと簡単なプロトタイプがあれ

ば評価ができること，実際の操作者を集めることなく社内の評価者で評価できることから，

開発の早期に実施が可能である．これらのことから，認知的ウォークスルー法は 3 つの

要件を満たす業務用製品に適したインスペクション法によるユーザビリティ評価手法で

あるといえる[6]．したがって，本節では第 4 章で提案したとおり，認知的ウォークスル

ー法をもとに業務用製品開発に適したユーザビリティ評価手法を構築する． 

 

 



 

- 154 - 
 

7.4. 認知的ウォークスルー法（従来法）の実施 

認知的ウォークスルー法は，ペルソナ（本研究におけるシステムペルソナ）などを用い

て対象とする製品の利用状況を良く理解したうえで，操作者が製品を使いながら操作を理

解していく際の 4 つの認知過程「目標の設定（何をするかを設定する）」「探査（インタ

フェースを見て，どのような操作を行えば良いかを探査する）」「選択（最適と思われる操

作を選択，実行する）」「評価（製品からのフィードバックを解釈し，自身のタスクが間違

いなく進んでいるかを評価する）」を，操作手順ごとに推測しユーザビリティを評価する

手法である[5]．本節では最初に従来の認知的ウォークスルー法でのユーザビリティ評価

を実施し，業務用製品特有の利用状況におけるユーザビリティ上の問題点を効率的に抽出

できるかどうかを確認した．  

まず，操作者である臨床検査技師が検体検査機器を利用する際の「電源を入れる」「オ

ーダーを登録する」「検体を測定する」といった 5 タスク（合計 25 操作手順）を想定し，

タスクを完了するために必要なソフトウェア画面を，図 7-2 のようにパワーポイントを

用いた簡単なプロトタイプで準備した．また，認知的ウォークスルー法は操作者の認知過

程を推測して評価することから，認知心理学などの専門知識がない評価者による実施が難

しいという問題点がある．今回の評価者が専門知識を持ち合わせていなかったため，操作

者の認知過程と操作に関する観点を「情報入手（見やすさ，強調，簡潔性，一貫性）」「理

解・判断（用語，手がかり，マッピング，一貫性，フィードバック，動作原理）」「操作（姿

勢，フィット性，トルク）」という 3 ポイントに分けて，詳細かつわかりやすく問題点を

抽出できるようにした 3 ポイントタスク分析のチェック項目を用い，表 7-2 に示す操作

手順評価シートを作成しておくことにより認知心理学などの専門知識が無い評価者にも

気付きを促すよう工夫をしたうえで実施した[6]． 
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XXXXX

ログオン

パスワード

ログオン名

 
 

 

 

 

タスク

情報⼊⼿ 理解・判断 操作

XXXXXXX

3ポイントタスク分析のチェック項⽬
操作⼿順

 

 

実験協力者は表7-3に示すように，評価対象製品を開発する企業に属する進行係2名，

評価者 10 名である．評価にあたっては，第 3 章で作成したシステムペルソナを前日に評

価者に配布し，さらに評価当日も十分に読み合わせを行った．そのうえで，図 7-3 のよ

うに会議室にプロジェクターを 2 台並べて設置し，プロジェクター1 には進行係 1 がタ

スクごとの操作手順評価シートを映して操作者の操作手順の説明を行い，プロジェクター

2 にはそれに合わせて進行係 2 がパワーポイントで作成したプロトタイプ画面を表示，そ

の画面と配布したシステムペルソナを見ながら評価者10名が操作手順評価シートの3ポ

イントタスク分析のチェック項目の観点でユーザビリティ上の問題点に気付けば発話し，

それを進行係 1 が操作手順評価シートにその場で記載するという手順で実施した．  

 

表 7-2 操作手順評価シート 

図 7-2 パワーポイントを用いたプロトタイプ 
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役割 年代 性別 職種
進行係 40代 男性 設計（ソフト）
進行係 30代 男性 設計（ソフト）
評価者 30代 男性 企画
評価者 40代 男性 設計（ハード）
評価者 20代 女性 設計（デザイン）
評価者 30代 女性 品質保証
評価者 30代 男性 営業
評価者 30代 女性 営業
評価者 30代 女性 サービス（フィールドサービス）
評価者 40代 男性 サービス（フィールドサービス）
評価者 40代 男性 サービス（サポートセンター）
評価者 40代 男性 サービス（サポートセンター）  

 

 

 図 7-3 評価時の会議室レイアウト 

表 7-3 実験協力者 
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7.5. 認知的ウォークスルー法（従来法）の結果と課題 

3 ポイントタスク分析のチェック項目を用いることにより，5 タスクの評価により 24

件の問題点を抽出することができた．その内訳は「用語から機能が連想しにくい」「表示

部位が小さく一覧性に欠ける」「操作の繰り返しが多く疲れる」といったシステムペルソ

ナを意識しなくても，3 ポイントタスク分析のチェック項目の観点から抽出できたと考え

られる問題点が 15 件，「急いでいる状況では押し間違える」「慣れていない操作者にとっ

て，結果を間違えないようにするための確認がしにくい」といったシステムペルソナを意

識しなければ抽出できなかったと考えられる問題点が 9 件であった．システムペルソナ

の観点での指摘事項が少ないため，評価後に評価者にヒアリングを行ったところ「気をつ

けていても自分の意見で指摘してしまった」「システムペルソナの観点で指摘しようとす

るが，その観点を持続できない」との回答があった． 

ユーザビリティ評価の実施経験者に対してシステムペルソナの説明を十分に行い，ユー

ザーの業務フローや熟練度など，対象とする業務用製品の利用状況を良く理解させたうえ

で評価を実施しても，評価者は自身の立場で指摘をしてしまうという課題が明らかになっ

た．業務用製品は評価者自身がユーザーになれないため，ユーザビリティ評価の実施経験

者であっても，ユーザー視点になりきることの難しさがあると考えられる．つまり，この

ままの手法では業務用製品特有の利用状況におけるユーザビリティ上の問題点を見逃し

てしまう恐れがあると考えた． 

認知的ウォークスルー法に関して先行研究を調査したが，ペルソナをいかに理解させる

か，認知過程の観点でのチェック漏れをいかに減らすかといったことに焦点を当てた研究

が主だったものであり，本課題の解決にはなっていなかった．第 4 章でも挙げた先行研

究の内容は以下のとおりである． 

 

開発の現場で利用しやすいユーザビリティ評価法の提案[7] 

ウォークスルー・チェックリスト法の提案と有用性の確認[8] 

 

認知的ウォークスルー法における，4 つの認知過程「目標の設定」「探査」「選択」「評

価」が不明確で評価しにくいという課題を解決するため，それぞれの認知過程に対して，
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例えば「目標の設定」であれば「画面のタイトルや説明文と，その画面の内容が適切か」

というような具体的なチェック項目を加えることにより問題点を抽出しやすくした手

法の提案とその有用性の確認を行っている．しかし，あくまでも認知過程における問題

点の抽出方法にとどまっており「急いでいる」「経験が浅く不安である」といった業務

用製品ならではの利用状況に関する観点での評価が行えるわけではない．  

 

認知的ウォークスルー法に基づく業務システム向けユーザビリティ評価手法の提案

[9] 

 

業務システムを評価するために，事前準備として「要求者」「部門承認者」「購買局」

と 3 つのペルソナを作成し，ペルソナ間の情報のやり取りなどを含んだ業務フローを

明確にしておく．そして，それらを用いて，例えば「ペルソナ 1 はペルソナ 2 から情

報を受け取ったことがわかるか？」というチェック項目にすることにより，従来の 4

つの認知過程による評価に比べて，業務用製品特有の人物間のコミュニケーションを考

慮した問題点の抽出を行えるようにしたことは新しい．ただ「ペルソナ 1 はペルソナ 2

に急いで報告しなければならない」といった心理状態までは含んでおらず，業務用製品

特有の利用状況をカバーできているわけではない． 

 

7.6. 提案手法「改良した認知的ウォークスルー法」 

業務用製品は業務での利用となるため利用状況におけるユーザビリティの差が競合製

品との差別化につながる．また，医療機器に代表されるように，操作ミスが発生した際に

起こるリスクが大きく，業務用製品特有の利用状況におけるユーザビリティ上の問題点を

見逃してしまうことは企業にとっても大きなリスクを抱えることになる．したがって，従

来の認知的ウォークスルー法の課題を解決するユーザビリティ評価手法の構築が必要と

なった． 

構築にあたって，まず，従来の認知的ウォークスルー法における 3 ポイントタスク分

析のチェック項目は，普段，製品を使用した際に，日常的に使い易い，使い難いと判断す

る観点であり，あえてチェック項目にしなくても問題点の抽出は可能ではないかと考えた．
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さらに，例えば，システムペルソナに「ユーザーはとても急いでいる」という利用状況が

記載されており，評価者がそれを十分理解して評価を実施したとしても，評価手順ごとに

「情報入手」「理解・判断」「操作」というキーワードでの問題点の抽出となるため「急い

でいても画面から情報を読み取れるか」「急いでいてもボタンを押すことができるか」と

いった個々の操作手順内でのインタフェースの問題点の抽出にとどまってしまい，複数の

操作手順を総合的に見て急いでいる場合に問題点はないかという観点での抽出や，急いで

いる場合は別の操作手順でも同様の問題点があるのではないかという観点での抽出は困

難であると考えた． 

このようなことから，3 ポイントタスク分析のチェック項目の代わりにシステムペルソ

ナを用いて明確にした特有の利用状況の観点をチェック項目とした方が，抜け漏れなくよ

り多くの問題点を抽出できると考えられる．したがって，システムペルソナの利用状況の

観点をチェック項目とする「改良した認知的ウォークスルー法」を提案する． 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-4 提案する改良した認知的ウォークスルー法 
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7.7. 「改良した認知的ウォークスルー法」検証実験 

7.7.1. 目的 

業務用製品である検体検査機器のユーザビリティ評価実験を通じて，改良した認知的ウ

ォークスルー法が業務用製品開発に適したユーザビリティ評価手法であるかどうかを検

証する． 

7.7.2. 方法 

「7.4.認知的ウォークスルー法（従来法）の実施」にて従来の認知的ウォークスルー法

を用いた検体検査機器のユーザビリティ評価を実施済みである．検証実験は表 7-4 に示

すとおり，進行係以外は従来法の評価実験参加者とは別メンバー（同人数・同部門・同程

度の業務経験保有）を実験協力者として選定し，改良した認知的ウォークスルー法を用い

て同製品のユーザビリティ評価を実施，従来法と改良法との問題点の抽出数を比較した． 

 

 

役割 年代 性別 職種 年代 性別 職種

進行係 40代 男性 設計（ソフト）
進行係 30代 男性 設計（ソフト）
評価者 30代 男性 企画 30代 男性 企画
評価者 40代 男性 設計（ハード） 40代 男性 設計（ハード）
評価者 20代 女性 設計（デザイン） 30代 男性 設計（デザイン）
評価者 30代 女性 品質保証 30代 男性 品質保証
評価者 30代 男性 営業 40代 男性 営業
評価者 30代 女性 営業 30代 女性 営業
評価者 30代 女性 サービス（フィールドサービス） 30代 女性 サービス（フィールドサービス）
評価者 40代 男性 サービス（フィールドサービス） 40代 男性 サービス（フィールドサービス）
評価者 40代 男性 サービス（サポートセンター） 40代 男性 サービス（サポートセンター）
評価者 40代 男性 サービス（サポートセンター） 40代 男性 サービス（サポートセンター）

従来の認知的ウォークスルー法実験協力者 改良した認知的ウォークスルー法実験協力者

同じメンバー
同じメンバー

 

 

 

 

表 7-4 改良した認知的ウォークスルー法の実験協力者 
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7.7.3. 結果 

まず実験協力者は改良した認知的ウォークスルー法の利用状況の観点のチェック項目

を検討するために，システムペルソナから得られる情報とインタビュー調査で得られた操

作者の課題や困りごとを照らし合わせて業務用製品特有の利用状況を調べた． 

 

 

インタビュー調査で得られた課題 影響を及ぼしている項目
認知的ウォークスルーで

考慮する観点
「各社，装置の立ち上げ方がバラ
バラで面倒．」

勤務体系：一人で複数台の装置
を扱う時間がある．同時にたくさ
んのことを考える．

〇　操作者の装置の利用状況

「検体数が増えてきたので，処理
能力が足りない．」

検体数：増えてきている． ×　性能（処理能力）の問題

「洗浄水タンクの交換をする暇が
ないので，たっぷり入れるように
している．」

検査室方針：30分で検査結果を
報告する．いつも急いでいる．

〇　操作者の業務環境

「装置によって使い方に差がある
ので分かりにくい．」

勤務体系：一人で複数台の装置
を扱う時間がある．同時にたくさ
んのことを考える．

〇　操作者の装置の利用状況

「画面の更新が遅い．下ボタンを
押しても動かない．」

検査室方針：30分で検査結果を
報告する．いつも急いでいる．

〇　操作者の業務環境

「試薬が途中で切れると，測定が
中断してしまい検査が遅れる．」

検査室方針：30分で検査結果を
報告する．いつも急いでいる．

〇　操作者の業務環境

「メーカーの取説は分厚くて分か
りにくい．該当箇所を探すのが大
変．昔は取説を熟読する時間が
あったが，今はない．」

経営方針：人件費を減らしてい
る．

〇　操作者の業務環境

「4月は新人看護師が採血するの
でミスが多い．検体不良で検査
ができないことがある．」

文化：4月に新人看護師が研修を
行う．

×　別スタッフの問題

「昔と違って，検査部も１人がいろ
いろな装置を扱っている．」

経営方針：人件費を減らしてい
る．

〇　操作者の業務環境

「慣れない機器でも使わなければ
いけないので不安．」

経営方針：人件費を減らしてい
る．
人物モデル：20代女性の臨床検
査技師．まだ経験が浅く不安．

〇　操作者のスキル

～ ～ ～  

 

表 7-5 業務用製品特有の利用状況 
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表 7-5 にその分析結果を示す．例えば，システムペルソナの勤務体系と業務フローか

ら，複数いる臨床検査技師のうち一人だけが早番として 30 分早く出勤し，すべての装置

の立ち上げや準備を行っているということが分かる．そこから，急ぎながら同時にたくさ

んの装置を平行して扱わなければならないという利用状況を導き出すことができた． 

抽出した利用状況の中で「検体数が増えてきたので，処理能力が足りない」という課題

は検体検査機器の処理能力という性能に対する課題であり，認知的ウォークスルー法で考

慮する観点ではない．また「4 月は新人看護師が採血するのでミスが多い．検体不良で検

査ができないことがある」というのは病院のスタッフに関する課題であり，検体検査機器

で解決できる課題ではない．このように，操作者の行動に影響を及ぼしている項目を精査

し「検査室方針：30 分で検査結果を報告する．いつも急いでいる」「経営方針：人が減っ

ている． 勤務体系：一人で複数台の装置を扱う時間がある．同時にたくさんのことを考

える」「人物モデル：20 代女性の臨床検査技師．まだ経験が浅く不安」という業務環境や

心理状態に関する観点を，認知的ウォークスルー法実施時に考慮しなければならない業務

用製品特有の利用状況として選定した．認知的ウォークスルー法（従来法）と改良した認

知的ウォークスルー法の手順の違いは図 7-5 のとおりである． 

 

 

 図 7-5 改良した認知的ウォークスルー法の手順の違い 
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改良した認知的ウォークスルー法について，表 7-6 のように 3 ポイントタスク分析

のチェック項目の代わりに，業務用製品特有の利用状況の観点をチェック項目とした操

作手順評価シートを作成し，表 7-4 に示す実験協力者にて評価を実施し検証実験を行っ

た．評価者は，例えば背景として 30 分で検査結果を報告するという方針がある中で，

操作者が常に慌てて作業をしているという状況を想定し，急いでいる時にこの画面では

こういったミスをするのではないかという指摘を行う．改良した認知的ウォークスルー

法により「7.4.認知的ウォークスルー法（従来法）の実施」で評価したタスクと同じ 5

タスクを評価したところ 33 件の問題点を抽出することができた．従来の 3 ポイントタ

スク分析のチェック項目の観点で抽出できたであろう指摘事項が 10 件，業務用製品特

有の利用状況のチェック項目の観点での指摘事項が 23 件であった．タスク「電源を入

れる」について，従来法による評価結果を表 7-7 に，改良した認知的ウォークスルー法

による評価結果を表 7-8 に，両者の比較を表 7-9 に示す．  

 

 

タスク XXXXXXX

操作⼿順

利⽤状況の観点のチェック項⽬

検査室⽅針：30分
で検査結果を報告
する．いつも急い
でいる．

⼈物モデル：20代
⼥性の臨床検査技
師．まだ経験が浅
く不安．

経営⽅針：⼈件費
を減らしている．
勤務体系：⼀⼈で
複数台の装置を扱
う時間がある．同
時にたくさんのこ
とを考える．

 

 

 

 

表 7-6 改良した操作手順評価シート 
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タスク

情報入手 理解・判断 操作

装置の洗浄水を入れるタンク
（20L）に洗浄水を補充する

二つのタンクの違いがわかりにくい． RO水という表現が理解できない．

装置の排液を溜め るタ ンク
（20L）の排液を捨てる

装置の汚れを拭き取る 拭き取りが面倒．

装置の電源を入れる

装置にログオンする
パスワードを入力している時，画面に何
も出ないので，キーが正しく打てているの
かどうかわからない．

タッチパネルのキーボードのボタンサイズ
が小さすぎて，間違って隣のキーを押し
てしまう．

（約15分待ち）

装置が立ち上がったことを確
認する

電源を入れる
3ポイントタスク分析のチェック項目

操作手順

 

 

 

タスク

検査室方針：30分で検査結果を報告す
る．いつも急いでいる．

経営方針：人件費を減らしている．
勤務体系：一人で複数台の装置を扱う時
間がある．同時にたくさんのことを考え
る．

人物モデル：20代女性の臨床検査技師．
まだ経験が浅く不安．

装置の洗浄水を入れるタンク
（20L）に洗浄水を補充する

二つのタンクを慌てて間違えてしまう。
ユーザーは20代女性であり，20Lタンクは
重くて持てない．

装置の排液を溜め るタ ンク
（20L）の排液を捨てる

装置の汚れを拭き取る
装置に慣れていないため，拭き取り時に
部品に手を当ててしまい怪我をしないか
不安になる．

装置の電源を入れる

装置にログオンする

タッチパネルのキーボードについて，ログ
オン名やパスワードに使用しない記号ま
で表示されているので，急いでいると間
違ってしまいそう．ボタンも小さくて別の文
字を押してしまう．

パスワードを入力しても何も表示されない
ので、操作を間違えたかと不安になる。

（約15分待ち）
待ち時間に他の装置の立ち上げを行う
ので，どれくらい待ち時間があるかを知り
たい．

装置が立ち上がったことを確
認する

急いでいるので，常に装置の前に入るわ
けではない．立ち上がったことに気付か
ない．

電源を入れる

操作手順

利用状況の観点のチェック項目

 

 

 

表 7-8 改良した操作手順評価シートによる評価結果 

表 7-7 従来の操作手順評価シートによる評価結果 
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認知的ウォークスルー法
（従来法）

改良した
認知的ウォークスルー法

認知過程の観点 15件 10件

利用状況の観点 9件 23件

合計 24件 33件

指摘数

5タスク

10名

30分（前日に事前配布）

200分（10分間の休憩を含む）

タスク

評価者

システムペルソナの読み合わせ

評価にかかった時間

 

7.7.4. 考察 

改良した認知的ウォークスルー法は，従来の認知的ウォークスルー法に比べ，利用状況

の観点で 14 件多くの問題点を抽出することができた．改良した認知的ウォークスルー法

によるユーザビリティ評価でのみ抽出できた問題点は「装置に慣れていないため，拭き取

り時に部品に手を当ててしまい怪我をしないか不安になる」「動作が完了する前に次の作

業の準備をしておくことができない」「急いでいるので，測定結果が出たらすぐに知らせ

てほしい」といったものであった． 

一つ目の問題点は，表 7-8 に示したとおりタスク「電源を入れる」にて「人物モデル：

20 代女性の臨床検査技師．まだ経験が浅く「不安」という利用状況の観点から抽出され

たものである．不安に感じるというユーザーの体験にまで踏み込んだ指摘ができている．

しかし，従来法の「情報入手」「理解・判断」「操作」といった観点の場合，ある程度の製

品知識を持つ評価者による評価では，評価者が装置の構造も分かっているため「不安」と

いうユーザーの気持ちに基づく指摘はできず，単純に手順が面倒であるという指摘にとど

まっている．二つ目の問題点は，タスク「オーダーを登録する」にて「経営方針：人が減

っている． 勤務体系：一人で複数台の装置を扱う時間がある．同時にたくさんのことを

考える」という利用状況の観点から抽出されたものである．従来法の観点であれば，何か

動作が完了した際のフィードバックがあるかどうかは指摘できるものの，操作手順ごとの

表 7-9 従来法と改良法の比較 
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評価の繰り返しであるため，ある手順が完了する前にほかのことを実施しておきたいとい

ったような並列処理における問題点は抽出できない．三つ目の問題点は，タスク「検体を

測定する」にて「検査室方針：30 分で検査結果を報告する．いつも急いでいる」という

利用状況の観点から抽出されたものである．単に「急いで測定しなければならない」とい

う観点でのチェックだけではなく，そこから「急いで測定結果を確認しなければならない」

と水平展開ができたものと考えられる．従来法の観点であれば「測定結果を確認する」と

いう操作手順をタスクに含めておかなければこの問題点は抽出できない．このように，改

良した認知的ウォークスルー法は操作手順の枠を超えた範囲で問題点を抽出しやすいこ

とを示している． 

一方，従来法の観点での指摘事項は 5 件減っている．表 7-7 に示した「RO 水という表

現が理解できない」という指摘事項など，5 件の内容はすべてが用語の分かりにくさにつ

いてであり「理解・判断（用語，手がかり，マッピング，一貫性，フィードバック，動作

原理）」という従来法の観点で抽出されたものであった．また，分かりにくいと指摘され

た用語はタスクの操作手順とは関係のない部位のものもあった．用語を「理解しやすいか」

という観点でチェックする場合，評価者は操作手順ごとの認知過程ではなく，全画面を見

渡して用語が分かりにくいところを探してしまうと考えられる．こういった問題点は，操

作手順ごとにチェックしていたのでは網羅性が無く抜け漏れも多い．別途，チェックリス

トを用いたヒューリスティック評価法などにより評価すべき項目である．また，用語の修

正は後工程に入っても容易に行えるため．開発の早期に実施するユーザビリティ評価では

重要視する点では無いと考える．  

 

7.8. 架空企業の品質保証プロセス（取扱説明書）における課

題 

本節以降では，取扱説明書に関するユーザビリティ評価手法の構築について述べる．取

扱説明書は，ただ単に機能や技術の説明を記載すれば良いのではなく，操作者の業務を助

けるために使用方法を分かりやすく伝えるとともに，操作者が製品の機能，性能をいかん

なく発揮できるように，操作者を導くドキュメントとする必要がある．このような取扱説
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明書を制作できれば，操作者は製品を思い通りに使いこなすことができ製品に満足するこ

とになる．その結果，取扱説明書は顧客満足度の向上という重要な役割を果たすことがで

きる．特に業務用製品の取扱説明書は，製品を使った業務を滞りなく遂行できるようにす

るためのドキュメントであるため，トラブル発生時などにすぐに閲覧できること（閲覧性），

読み間違えてミスにつながらないこと（認知性），読むことが原因で疲れないこと（快適

性），製品を使いこなせるようになること（有益性），初心者やベテランなどのさまざまな

操作者が使えることなどといったユーザビリティが求められる． 

医療機器や産業機器などの業務用製品は，家電などのコンシューマー製品とは異なり，

専門的な資格や知識を持った操作者が取り扱うプロフェッショナル用途の製品であるた

め仕様が複雑である場合が多く，また部品名や機能名などに専門用語が使用されることも

多い．取扱説明書制作部門のスタッフにとってみれば，コンシューマー製品であれば自身

が操作者になり仕様の理解を深めることができるが業務用製品であればそうはいかない．

したがって，取扱説明書の原稿作成にあたっては設計部門の作成した設計仕様書を利用し

たり，製品について最も詳しい設計部門のメンバーに制作の支援を依頼したりすることが

多い．このような制作方法により，確かに取扱説明書に製品の機能や技術は正確に記載す

ることができるかもしれない．しかし，例えば，システムエンジニアがプログラマ向けに

作成したソフトウェア外部仕様書をもとに取扱説明書の原稿を制作するなどといったよ

うに，そもそも目的や読者が異なるものを利用して取扱説明書を作成しても，操作者にと

って読みやすい取扱説明書になるとは考えにくい．その結果，操作者が取扱説明書を読ん

でも使い方や製品仕様が理解できず，設計部門が労力をかけて搭載したセールスポイント

となるべき機能であるにも関わらず操作者が間違った操作をしてうまく動作しなかった

り，ひどい場合は操作者がその存在にすら気付かなかったりといった事態が起こりうる． 

設計部門のメンバーに制作の支援を依頼した場合であっても，設計部門にとってみれば

製品開発業務の優先度が高いため，取扱説明書の制作にあまり力を入れなかったり，開発

途中で仕様変更が発生すると取扱説明書の変更も必要となるため，仕様が確定した後に発

売まで時間が無い中，慌てて取扱説明書を制作したりといったように，取扱説明書のユー

ザビリティまで気を配ることはほとんどないだろう．また，会社にとってみれば売り上げ

目標を達成するためには製品の発売が最優先であり，たとえ取扱説明書に不具合があった

としても，営業部門やサポート部門でフォローできるという考えが働くことが多く，取扱

説明書のユーザビリティが問題視されることはあまりない．このようなことから，取扱説
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明書の制作部門においても，納期ぎりぎりで設計部門が制作した原稿の誤字，脱字のチェ

ックをしたり，図表，イラストやレイアウトなどの体裁を整えたりすることに終始してい

まい，ユーザビリティを検討できていない． 

 

7.9. 業務用製品の取扱説明書に適したユーザビリティ評価手

法 

課題を解決し取扱説明書のユーザビリティを向上させるには，制作部門の担当者自身が

わかりやすい取扱説明書を制作することの重要性を理解することは当然ながら，制作した

取扱説明書のわかりやすさをユーザビリティ評価の実施により客観的に判断する必要が

ある．しかしながら，わかりやすいとはどういうことかは漠然としており，判断はユーザ

ビリティ評価の担当者の主観によるところが大きくなる．また，企業も取扱説明書のユー

ザビリティに重要性をあまり感じていないことから，担当者にユーザビリティの教育を実

施することはほとんど無く，ユーザビリティ評価に長時間の工数を割くことを認めないこ

とも多い．したがって，評価スキルの低い評価者による実施となるため，スキルに関わら

ず同程度の判断が下せるように客観的に記述されていること，時間が無い中での実施とな

るため，容易に短時間で実施できることといった要件を満たす，業務用製品の取扱説明書

に適したユーザビリティ評価手法を構築する必要がある． 
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7.10. 取扱説明書のユーザビリティ評価に関する先行事例 

取扱説明書のユーザビリティ評価に関して，先行事例の情報収集を行ったが，評価を請

け負う委託会社は多く見つかるものの，社内の取扱説明書制作部門が自身で実施できるユ

ーザビリティ評価手法は公開されていなかった．ただ，わかりやすいマニュアルを制作す

るためのガイドラインやフレームワークは探し当てることができた．以下に例を示す． 

 

「マニュアル評価ガイドライン（ユーザー・フレンドリー・マニュアルに関する調

査研究報告書）」[10] 

 

財団法人 パーソナル情報環境協会が，テクニカルコミュニケーター協会への委託

により，よりわかりやすいマニュアルづくりの促進を目的に作成したガイドラインで

ある．ガイドラインの作成方法は，マニュアル制作の専門家の経験として蓄積してき

たマニュアル品質に関する具体的指針を整理，統合したとある．さまざまなナレッジ

をまとめたものでありユーザビリティ評価を目的にしたものではなかった． 

評価項目を見てみると，ユーザビリティ全体を包含する「わかりやすい」という観

点や法規制などのユーザビリティ以外の守らなければならない要素をまとめた「ユー

ザー保護の配慮がある」という観点など，ユーザビリティに関するガイドラインと取

扱説明書の記載内容に関するガイドラインとが混在している．取扱説明書制作前，も

しくは制作中に担当者が見るべきガイドラインなのか，一旦できあがった取扱説明書

のユーザビリティを第三者が評価するためのガイドラインなのかも不明確である．ま

た，ヒューリスティック評価法のチェックリストという観点から見た場合，第 4 章

で述べた 10 項目のヒューリスティック原則を満たしておらず，このまま使用するこ

とはできない[11]． 
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表 7-10 マニュアル評価ガイドライン（大項目）<1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マニュアル評価フレームワーク」[12] 

 

マニュアル制作やユーザビリティ評価を請け負う企業（有限会社 文書情報設

計）が公開しているマニュアル評価用のフレームワークである．過去の評価のフレ

ームワークを整理し，マニュアル評価として押さえておくべき観点やチェックポイ

ントをまとめたとあり「マニュアル評価ガイドライン」と同じく，10 項目のヒュ

ーリスティック原則をベースにしていない．評価にあたっては取扱説明書を利用す

る想定ユーザーを確認しておくという人間中心設計の考え方が取り入れられてい

るものの，評価項目自体は見た目に関する割合が高く，ヒューリスティック評価法

としての項目が網羅されたチェックリストではない． 

観点１ わかりやすい
１．全体の構成は適切か
２．個別の構成要素は適切か
３．デザインおよびレイアウトは適切か
４．⽂章以外の要素（図、表、ピクトグラム、イラスト、写真など）は適切か

観点２ 探しやすい
１．情報は整理されているか
２．必要な情報が検索しやすいか
３．情報レベルが明確に識別できるか
４．デザインおよびレイアウトに⼯夫はあるか

観点３ 取り扱いやすい
１．物理的に扱いやすいか

観点４ 正確である
１．内容は正確か
２．表記は正確か

観点５ 役に⽴つ
１．情報量は適切か
２．ユーザー視点に⽴って書かれているか
３．実⽤的な情報が盛り込まれているか

観点６ 魅⼒的である
１．製品に対する動機づけ
２．マニュアルに対する動機づけ

観点７ ユーザー保護の配慮がある
１．ユーザーを守り、不利益や不快感を与えない配慮
２．法または法に準ずる規定で義務付けられている事項に対する配慮
３．業界や各企業で設定している基準や約束ごとに対する配慮
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表 7-11 マニュアル評価フレームワーク（大項目）<2> 

観点1：企画構成

1-1. ユーザーに提供すべき情報全体の区分は適切か

1-1-1. 冊⼦の分割基準は適切か

1-1-2. それぞれの媒体に含まれている情報の内容を正しく推測できるか

1-2. ユーザーニーズを元に情報は構成されているか

1-2-1. 閲覧コンテクストに配慮した構成を採⽤しているか

1-2-2. 情報の配置順は適切か

1-2-3. 必要な情報は網羅されているか

1-3. 情報は適切に構造化されているか

1-3-1. ⽬的や意味、種類ごとに情報は構造化されているか

1-3-2. 情報のグルーピング基準はわかりやすいか

1-3-3. 基本的な階層設計は適切か

観点2：テキスト表現

2-1. ⾒出しタイトルはわかりやすいか

2-1-1. ⾒出しタイトルだけで内容を正しく推測できるか

2-1-2. ユーザーニーズ／ユーザータスクを踏まえた⾒出しタイトルを採⽤しているか

2-2. ⽂章はわかりやすいか

2-2-1. ⽂章表現は適切か

2-2-2. わかりにくい⽤語に対する配慮はあるか／⼀般的な⽤語を使⽤しているか

2-3. 説明の⽅法は適切か

2-3-1. 操作説明はわかりやすいか

2-3-2. 対象に合わせた適切な説明⽅法を使⽤しているか

2-3-3. 注意情報の提供⽅法は適切か

2-3-4. 問題発⽣時の対策情報はわかりやすいか（トラブルシューティング）

観点3：視覚表現

3-1. 基本デザイン設計は適切か

3-1-1. ブランド価値にふさわしいデザイン品質を保持しているか

3-1-2. 可読性に問題はないか

3-1-3. デザイン処理は⼀貫しているか

3-1-4. 重要な情報が重要なものとして伝わるか

3-2. イラスト・画像はわかりやすいか

3-2-1. 説明のためのイラスト・画像として適切か

3-2-2. イラストの作成⽅法は適切か

3-2-3. ビットマップ画像の作成⽅法は適切か

観点4：検索性

4-1. 検索のための仕組みを⽤意しているか

4-1-1. ⽬次から必要な情報を探せるか

4-1-2. 索引から必要な情報を探せるか

4-1-3. 検索性を向上させる視覚的な⼯夫がされているか

4-2. 漠然とした疑問から情報を探せるか

4-2-1. 問題発⽣時の対策情報をすぐに探せるか

4-2-2. 製品の外装やUI要素から情報をすぐに探せるか

4-2-3. 機能の漠然としたイメージから情報を探せるか  



 

- 172 - 
 

このように「マニュアル評価ガイドライン」と「マニュアル評価フレームワーク」は，

両者とも過去の経験から得られた取扱説明書を制作する際に考慮しなければならない観

点をまとめたものであり，ヒューリスティック評価法のチェックリストとしては 10 項目

のヒューリスティック原則に基づいておらず不足がある．また「法または法に準ずる規定

で義務付けられている事項に対する配慮」や「ユーザーが操作時に対象を眺めるアングル

で描画されていること」といった項目が含まれており，取扱説明書の制作者が制作前に把

握しておくべき注意点なのか，評価者がユーザビリティ評価の際に使用するものなのかが

曖昧であり過剰な部分も多い． 

一方，製品のユーザビリティ評価のための，ヒューリスティック評価法のチェックリス

トでは「構造化ヒューリスティック評価法」が多くの問題点を抽出できるとして，日本を

始め欧米でも広く利用されている．  

 

「構造化ヒューリスティック評価法」[13] 

 

10 項目のヒューリスティック原則に基づき，その 10 項目を操作性，認知性，快

適性などのカテゴリーに分類し，さらにその中を細かく分類することにより，評価者

が一度に検討すべき範囲を限定しつつ，より多くの評価項目をチェックできるように

したものである．非常に有用性が高いことが実験的に確認されているが，評価項目が

「キーやボタン，マウスなどのクリック感は確実に得られるか」「ある状態で操作可

能な部位と不可能な部位は視覚的に区別してあるか」というように機器を対象とした

記述になっているため，取扱説明書のユーザビリティ評価用としてはそのまま利用で

きない． 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 173 - 
 

7.11. 提案手法「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価

法チェックリスト」 

 先行事例の調査結果を踏まえ，本節では「構造化ヒューリスティック評価法」を取扱説

明書向けに評価項目の内容を見直したうえで「マニュアル評価ガイドライン」と「マニュ

アル評価フレームワーク」におけるユーザビリティに関する評価項目を取り込み，取扱説

明書における構造化ヒューリスティック評価法に用いるために適したチェックリストを

提案する． 

提案する取扱説明書用の構造化ヒューリスティック評価法チェックリストの構築手順

について述べる．まず，構造化ヒューリスティック評価法のチェックリストより「表示」

「画面レイアウト」のように取扱説明書に適さない文言は「表記」「ページレイアウト」

のように変更した．機器の「操作性」という大分類も，取扱説明書に当てはめて考え「閲

覧性」という大分類に変更した．また「エラー警告音などは聞き易い大きさか」「利用可

能なボタンはランプがつくとか，強調表示されているか」のように取扱説明書とは関係の

ない評価項目は削除した．そのうえで「マニュアル評価ガイドライン」と「マニュアル評

価フレームワーク」にのみ存在する評価項目を，構造化ヒューリスティック評価法のチェ

ックリストに割り当てた．最後に業務用製品の評価に適合した手法とするため，特別な配

慮を必要とするユーザーのうち幼少児に関する項目や「ゲームのようなエンタテインメン

ト性を持った楽しさが演出されているか」といった嗜好性に関する項目など，第 3 章で

構築したシステムペルソナの要素に含まれない項目を削除した． 

これにより 6 つの大分類，29 の中分類，79 の評価項目で構成される業務用製品に特

化した「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」を構築すること

ができた．チェックリストを表 7-12 に示す．（全文は付録 データ C 参照）．  
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表 7-12  取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (抜粋) 

大分類 中分類 項目

１．材質

①紙質は適切か。
　-インクの裏うつりがなく、インクの乗りがよい紙を使用しているか。
　-光が反射して記載されている情報が読みにくくなるような紙を使用していないか。
　-感触のよい紙を使用しているか。ページがめくりやすく、触れたとき手にやさしい感じがする紙を使用しているか。
　-汚れにくい紙を使用しているか。手垢などがつきにくい紙を使用しているか。
　-耐久性がある紙を使用しているか。やぶれにくく、折れ曲がりにくい紙を使用しているか。
　-ユーザが書き込みやすい紙を使用しているか。

①大きさは適切か。
　-手に持ったとき扱いやすい大きさか。
　-文字の大きさ、イラストなどの大きさに対して、バランスの取れたサイズになっているか。
　-サイズが小さいため、文字やイラストなどが見にくくなっていないか。
　-パソコンなどのマニュアルの場合、キーボードやディスプレイを見ながら操作できるよう、使用環境も考慮に入れたサイズになっているか。
　-ユーザが一緒に保存すると思われる他のマニュアル類と極端に判型が異なっていないか。

②厚さは適切か。
　-手になじみやすい厚さか。手に取ったり、ページをめくったりしたときの落ち着きはよいか。

３．開きやすさ

①綴じ方は適切か。
　-開きやすい綴じ方になっているか。開いたままの状態で安定する綴じ方になっているか。
　-説明部分が見えなくなるような綴じ方になっていないか。
   左右見開きのページでの説明が中央のノド（本を開いた時の綴じ込み部分）にかかるような綴じ方になっていないか。
　-耐久性のある綴じ方になっているか。何度開いても、はずれてバラバラになるようなことはないか。

①携帯型の取扱説明書の場合、重すぎないか。

②携帯型の取扱説明書の場合、大きすぎないか。

③携帯型の取扱説明書の場合、分厚くて携帯に不便ではないか。

④携帯型の取扱い説明書の場合、鞄やハンドバッグに収納しやすいか。

５．収納性

①保存や収納、選択に便利な体裁になっているか。
　-使わないとき、所定の場所に収納しやすく、また取り出しやすいか。
　-保存や収納する場所を配慮した体裁になっているか。立てて保存するようなときすぐに倒れてしまうような体裁になっていないか。
　-保存や収納を意識した工夫があるか。分冊化した取扱説明書を収納する箱や複数の取扱説明書をひとつにまとめることができるよう、リング用の穴などがあいているか。
　-背表紙から取扱説明書が識別できるような工夫はあるか。背表紙に取扱説明書のタイトルは記載されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化され、複数の取扱説明書が存在する場合は、必要な取扱説明書がすぐに見つけられるような配慮はあるか。

①取扱説明書の利用によって不自然な姿勢を長時間続けることはないか。

②目、手、指などが疲労するようなことはないか。

①表記スペースは必要な情報を表示するに十分な広さを持っているか。
　-表記は見つけやすい場所になされているか。
　-表記内容が変化した時に、ユーザは容易にそれに気がつくことができるか。

②文字は小さすぎないか。
　-読みやすい書体を使っているか。
　-文字と背景は適切なコントラストを持っているか。
　-文字はあまり高密度に表示されてはいないか。

③情報は見やすく配置されているか。
　-取扱説明書を構成する各要素は適切に配置され、全体的に見やすくなっているか。
　-見出し、柱、ノンブルの大きさや配置は適切か。
　-図や表などの配置は適切か。それぞれの見出しやキャプションの付け方は適切か。
  -ホワイトスペースの確保の仕方は適切か。
　-ゲシュタルト心理学の原理が効果的に使われているか。
　　類同の要因・・類似の情報を同じ表現でまとめてあるか。
　　近接の要因・・類似の情報を近くに並べ、他のものから遠ざけてあるか。
　　閉合の要因・・類似の情報を閉じた矩形などで囲んであるか。

④タイトルは識別しやすいか
　-タイトルは識別しやすいか。識別しやすいように文字の書体や大きさなどに工夫があるか。
　-タイトルが本文の中に埋もれていないか。識別しやすいようにホワイトスペースが確保されているか。
　-タイトルと説明文の位置関係は適切か。

⑤重要な情報や項目が強調されているか
　-文字の書体や大きさで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-枠線、罫線、アンダーラインなどで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-色、網、模様、ホワイトスペースなどで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-記号、ピストグラム（絵文字）などで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-重要な項目を識別しやすいようにするため、いろいろな手段を濫用しすぎていないか。
　-重要な情報が他の情報の中に埋もれていないか。
　-目立たせるべき表記に高いコントラストを使っているか。
　-目立たせるべき表記を大きくしているか。

⑥基本的には左から右、あるいは上から下に読み進めるように表記されているか。

認知性

閲覧性

２．サイズ

４．携帯性

６．疲労軽減

１．視認性
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7.12. 「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェ

ックリスト」検証実験 

7.12.1. 目的 

提案した「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」の効果を測

定するため，対照として「マニュアル評価ガイドライン」および「マニュアル評価フレー

ムワーク」を用いて，ユーザビリティ評価の比較実験を行う． 

7.12.2. 方法 

評価対象は業務用製品の中でも専門性が低く幅広いユーザー層が使用する複合機（富士

ゼロックス株式会社：ApeosPort-IV C5580）と，専門性が高く特定のユーザー層が使用

する医療機器（シスメックス株式会社：多項目自動血球分析装置 XN-2000）という利用

状況が両極端にある製品の取扱説明書（それぞれ，第 1 版と初版）とした． 

比較実験はチェックリストの内容による問題点の抽出効率を比較することを目的とし

たため，ある程度の数の問題点を抽出することが期待できる IT 製品や医療機器のユーザ

ビリティ評価に関する業務経験が 3 年以上のスタッフ 2 名により実施した．また，ユー

ザビリティ上の問題点をできるだけ早期に発見することにより，修正のための期間を長く

取ることができ取扱説明書の品質を高めることができる．したがって，比較実験はプロト

タイプ機すらできあがっていない時期に評価することを想定し，実機を使用せず評価者が

机上で利用状況をイメージしながら取扱説明書を閲覧して，評価項目ごとに問題点を抽出

する方法で実施した．なお，比較実験の結果，問題点の抽出効率に関して評価手法による

優劣があれば，評価者にヒアリングを実施しその原因を分析することとした． 
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7.12.3. 結果 

各々のガイドラインやフレームワークの評価に際しては，前回の評価から少なくとも

1 週間の間隔を開けて実施し，評価者の慣れや前回の評価の影響を受けることがないよ

うにした．評価結果は表 7-13 のとおりである． 

 

 

問題点
抽出数(件)

評価時間
(分)

1分あたりの
抽出数

問題点
抽出数(件)

評価時間
(分)

1分あたりの
抽出数

評価者1 22 55 0.40 31 60 0.52
評価者2 14 65 0.22 27 43 0.63
平均 18 60 0.30 29 52 0.56
評価者1 6 30 0.20 16 24 0.67
評価者2 2 40 0.05 8 28 0.29
平均 4 35 0.11 12 26 0.46
評価者1 26 56 0.46 31 41 0.76
評価者2 27 63 0.43 31 57 0.54
平均 27 60 0.45 31 49 0.63

複合機 医療機器

マニュアル評価
ガイドライン 87

マニュアル評価
フレームワーク

取扱説明書用構
造化ヒューリス
ティック評価法
チェックリスト
（提案法）

29

79

評価者名称 評価項目数

 
  

7.12.4. 考察 

 「マニュアル評価フレームワーク」は提案した「取扱説明書用構造化ヒューリスティッ

ク評価法チェックリスト」および対照とした「マニュアル評価ガイドライン」に比べて，

抽出件数が少なく，かつ 1 分あたりの抽出数も少なく効率が悪い．さらに，抽出した問

題点の内容を見ても「マニュアル評価フレームワーク」のみで抽出できた問題点は無かっ

た．次に「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」と「マニュア

ル評価ガイドライン」を比較した．「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェ

ックリスト」は，複合機，医療機器どちらの取扱説明書のユーザビリティ評価においても，

問題点抽出数，1 分あたりの抽出数ともに多く，より効果的なユーザビリティ評価手法と

いえた．「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」は，ユーザビ

表 7-13 ユーザビリティ評価結果の比較
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リティに関する評価項目のみにすることにより評価項目が少なくなったものの，前述の

10 項目のヒューリスティック原則に基づく構造化がなされているため，ユーザビリティ

上の問題点を多く抽出できたものと考えられる． 

しかし，「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」は，問題点

の抽出効率では勝っていたものの課題も見つかっている．抽出した問題点の内容を詳細に

比較してみると「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」でのみ

抽出できた「予備知識の無いユーザーには理解が困難な文言や表現を使用している」とい

った問題点があるものの，「マニュアル評価ガイドライン」でのみ抽出できた「ベテラン，

初心者ともに使用するにも関わらず，ユーザー層の分類がなされていない」といった問題

点があることが分かった． 

「取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト」で，後者の問題点が

抽出できなかった原因を調べるため，どの評価項目のどの観点でそれらの問題点を抽出で

きたかを見ると，表 7-14 のように箇条書きで記載された前半部分の観点に関する問題点

は抽出できているものの，後半部分に関する問題点は抽出漏れが発生することが分かった．

後者の問題点は「ユーザー層の分類の仕方は適切か」という観点でチェックしていれば抽

出できたはずである． 

 

①ユーザの予備知識や経験を考慮しているか。
　-　ユーザの予備知識や経験を考慮した上で情報が整理されているか。
　-　一定の基準に基づいて情報が整理されているか。
　　　初心者には製品の利用目的別で整理し、
　　　熟練者には機能別で整理するなどの工夫はあるか。
　-　取扱説明書を読み進むためにはどのくらい知識や経験が
　　　必要なのかが明確になっているか。
　-　ユーザの予備知識や経験に応じて必要な情報が提供されているか。
　-　予備知識や経験の度合いに応じて、図、表、イラスト、写真などが
　　　適切に使われているか。
　-　製品を使い込むにしたがって段階的にステップアップできるような
　　　工夫があるか。
　-　下敷き状の簡易取扱説明書のようなものが用意されているか。
　-　ユーザー層の分類の仕方は適切か。
　-　読み始める箇所や段階的な読み方を案内しているか。
　-　ユーザの知識や経験によって読み飛ばしたり、あるいは必ず
　　　読まなければならない箇所が一目で判断できるようになっているか。
　-　ユーザができるだけ早く製品を使い始められるような配慮があるか。
　-　熟練したユーザに対して簡便で効率的な検索方法が用意されているか。

抽
出
で
き
て
い
る 

漏
れ
が
発
生
す
る 

表 7-14 問題点を抽出できた観点 
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評価者にヒアリングによる確認を行った結果「評価項目ごとに観点を把握したうえで，

取扱説明書を読んで評価を行った．ある程度の問題点を抽出すると，後は同じ問題点ば

かりが見つかるため，次の評価項目の評価へと移った」との回答を得た．観点全体を把

握して評価を行っているつもりでも，評価項目に多数の観点が含まれている場合，前半

に記述された観点において問題点を抽出することができれば満足してしまい，後半部分

の観点での抽出に失敗していたことが分かった．評価項目を構造化し観点をまとめたこ

とによる弊害が起こっていると考えられる．しかし，単純に評価項目を増やして観点を

分散させるだけでは評価時間が長くなるとともに集中力も低下してしまい，全体的に問

題点の抽出数が減少することが見込まれる．最も効率が良い評価項目と観点の数のバラ

ンスや，観点の文言の抽象度を上げて統合することにより観点の数を減らすなどの対策

を検討していく必要がある．  

 

7.13. まとめ 

「認知的ウォークスルー法」「ヒューリスティック評価法」を改良し，業務用製品と

その取扱説明書を効率的に評価できるようにするため「改良した認知的ウォークスルー

法」「取扱説明書用ヒューリスティック評価法チェックリスト」を構築した． 

 

 図 7-6 本章で構築した手法 
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8. システムペルソナを中核とする 

フレームワークの検証 
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8.1. はじめに 

本研究では「システムペルソナを中核とするフレームワーク」を提案し，業務用製品開

発に適合するペルソナ「システムペルソナ」を構築した．また，システムペルソナをもと

に人間中心設計プロセスにおける各手法のカスタマイズを行い，業務用製品を開発するメ

ーカーの「企画プロセス」「設計プロセス」「品質保証プロセス」で活用できる手法群を構

築した．本章では「システムペルソナを中核とするフレームワーク」を構成する手法群の

妥当性を確認するため，検体検査機器以外の業務用製品である業務用複合機を対象として

行った検証実験の結果を述べる． 

 

8.2. 検証実験 

8.2.1. 目的 

 

図 8-1 本章で検証を行う手法群 
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図 8-1 で示したとおり「システムペルソナを中核とするフレームワーク」を構成する

手法「システムペルソナ」「製品コンセプトの 8 側面」「改良した QFD」「GUI 設計マトリ

クス表」「改良した認知的ウォークスルー法」について，業務用複合機を対象に検証実験

を行った．なお，「取扱説明書用ヒューリスティック評価チェックリスト」については第

7 章で実施済みである． 

8.2.2. 方法 

検証実験は，本研究で構築した手法を用いて，業務用複合機開発における「企画プロセ

ス」「設計プロセス」「品質保証プロセス」を，表 8-1 に示す SY 社の 3 名にて実行した．

検証にあたっては，業務用複合機は企業において一般的に使用されている機器であるため，

第 4 章で人間中心設計プロセスの活用度調査を行った業務用製品を開発するメーカーの

調査対象者 13 名の中から 3 名と SY 社から１名の合計４名に，業務用複合機のユーザー

の立場で実験への協力を依頼した.  

  

 

年代 性別 職種
30代 女性（SY社） 企画
40代 男性（SY社） 設計（ソフト）
30代 男性（SY社） 設計（デザイン）  

 

 

年代 性別 職種
20代 女性（SY社） 企画
30代 男性（活用度調査対象者） 企画
40代 男性（活用度調査対象者） 設計（ソフト）
40代 女性（活用度調査対象者） 設計（デザイン）  

 

 

 

 

表 8-2 検証実験（実験協力者の属性） 

表 8-1 検証実験（実施者の属性） 
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8.2.3. 結果 

「システムペルソナ」 

実施者は第 3 章で構築した手順に従い，業務用複合機のスペック表の各項目を決定す

るためにはどのような情報が必要かという観点で表 8-3 のとおり要素を抽出した．例え

ば，複写速度を検討するためには，印刷の緊急度と資料のページ数が必要であるといった

ように要素を抽出した． 

 

 
スペック項目 必要な要素
カラー対応 会議資料の印刷形式
読み取り解像度 スキャンする資料のコンテンツ
書き込み解像度 印刷する資料のコンテンツ
立ち上げ時間 印刷の緊急度、業務フロー
用紙サイズ 印刷する資料のサイズ
複写倍率 印刷する資料のコンテンツ
複写速度 印刷の緊急度、資料のページ数
連続複写枚数 印刷する資料のページ数

寸法 オフィスの広さ
重量 エレベーターの重量制限

使用条件(温度） 設置場所の空調、気温
使用条件(湿度） 設置場所の空調、気温
使用条件(電源） 設置場所の電源状態
操作支援機能 教育状況
セキュリティ 施設の情報管理ルール  

 

また，組織に属する人々をグループ化し，それぞれのグループの考え方，業務フローや

環境などの要素をブレインストーミングにより抽出した．資料を作成する部員やそれを確

認する上司，資料の提出先である会議の出席者，そして業務用製品であるため購買決定に

関わる人物を抽出した．また，施設や組織の目標や役割など人物の行動に影響を与える要

素を抽出した．その結果，業務用複合機のユーザー定義表は表 8-4 のとおりとなった． 

 

 

 

 

 

表 8-3 スペック表の各項目を決定するために必要な要素 
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施設 組織 人物（会議出席者）
理念・目標 理念・目標 目標
種別 複合機の使用者数 責任
立地 複合機の台数 年齢
社屋の大きさ 会議の頻度 性別
社屋の社員数 会議の時間 ー
業務の種類 会議参加者数 ー
会議体数 会議資料の種類 ー
人事 会議資料の枚数 職種
コミュニケーション 環境（広さ・うるささ） 勤務時間
教育 環境（温度・湿度） 役割
コスト意識 電源 ー
セキュリティ ネットワーク環境 ー

人物（部員） 人物（上司） 人物（購買部）
目標 目標 目標
責任 責任 責任
年齢 年齢 年齢
性別 性別 性別
体力・体格 体力・体格 ー
性格 性格 性格
趣味 趣味 趣味
職種 職種 職種
勤務時間 勤務時間 勤務時間
役割 役割 役割
PCスキル PCスキル ー
装置利用経験 利用経験 ー  

 

次に，ユーザー定義表に基づきそれぞれの要素について選択肢をブレインストーミング

にて列挙した．選択肢の妥当性が分からないなど不明点があればこの時点で明確にした．

選択肢の書き出しが終われば，要素ごとの選択肢を組み合わせていきシステムペルソナ候

補を作成した．業務用複合機では「社屋の社員数」を重要な要素と判断したため，社員数

が 500-1,000 人の場合は，社屋はビル(10 階建て以上)，立地は都市部，会議体数が 10

以上あるといったように組み合わせを検討した．検討結果は表 8-5 のとおりとなった．

同様に社屋の社員数ごとに組み合わせを検討し表 8-6 のとおりシステムペルソナ候補を

複数作成した．本実験では社屋の社員数が 500-1,000 人のオフィスをシステムペルソナ

として選択した． 

表 8-4 ユーザー定義表 
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理念・目標 信頼 質が高い 先進的 地域に貢献 心のこもった 迅速 向上心 連携
種別 研究・開発 事務 営業 サービス 工場 経理
立地 都市部 地方
社屋の大きさ ビル(10階建て

以上)
ビル(5階建て以
上)

ビル(2階建て以
上)

平屋

社屋の社員数 1,000以上 500-1,000 300-500 100-300 50-100 10-50 10未満
夜間業務 あり なし
会議体数 10以上 5-10 3-5 1-3 1
人事 積極的に採用 例年通り採用 新規採用なし 削減を実施
コミュニケーション 全スタッフで

活発
一部の部門間
で活発

部門内では活
発

部門内でも風
通しが悪い

教育 計画的 個人任せ 余裕なし
コスト意識 ほぼ希望が通

る
交渉次第では
希望が通る

相談はできる
がコスト優先

非常にシビア

セキュリティ 非常に厳しく管理顧客データに
関してのみ厳
しく管理

管理はしてい
るが特別厳し
くはない

無頓着

理念・目標 信頼 質が高い 先進的 地域に貢献 心のこもった 迅速 向上心 連携
複合機の使用者数 50以上 30-50 20-30 10-20 5-10 5未満
複合機の台数 5以上 4 3 2 1 なし
会議の頻度 100回/日以上 50-100回/日以 30-50回/日以上 10-30回/日以上 5-10回/日以上 3-5回/日以上 1,2回/日以上 2回/週程度 週一回程度 1,2回/月
会議の時間 9:00より早い 9:00～ 10:00～ 13:00～ 15:00～ 17:00～ 19:00より遅い
会議参加者数 20以上 15-20 15-20 10-15 5-10 5未満
会議資料の種類 A3 A4 カラー 白黒 両面 片面
会議資料の枚数 100以上 50-100 30-50 10-30 5-10 5未満
環境（広さ） 100m x 20m 50m x 50m 20m x 20m 10m x 10m 10m x 3m
環境（うるささ） とても静か 会話に支障な

し
多少注意すれ
ば会話は可能

大きな声を出
さないと会話
ができない

うるさくて我
慢できない

環境（温度：上限） 40℃以上 35℃以上 30℃以上 30℃未満
環境（温度：下限） 氷点下 5℃以下 10℃以下 10℃以上
環境（湿度：上限） 90％以上 80％以上 70％以上 60％以上 60％未満
環境（湿度：下限） 10％以下 20％以下 30％以下 40％以下 60％以上
電源 安定 不安定（年に

数回停電）
不安定（月に
数回停電）

ネットワーク環境 無線LAN 有線LAN なし

コストダウン プレゼン技術
向上

迅速な資料作
り

正確な資料作
り

問題なく1日が
終わること

お金を稼ぐ 出世 誤報告をしな
い

作業の効率化
を減らす

資料の質の向
上

上司の要求を
満足

会社に貢献 世間水準への
適応

資格取得 機器のプロ
フェッショナル

もっと遊びた
い

上司から怒ら
れたくない

みんなから慕
われたい

早く家に帰り
たい

ゆっくり休み
たい

仕事を覚えた
い

転職したい

責任 間違いなく資
料を作成する

問題発生時の
報告

時間内に資料
を作成する

アルバイトの監
督責任

資料の質の向
上

コスト要求を
守る

消耗品を切ら
さない

新人教育 資料の説明責
任

業務の効率化

年齢 20代 30代 40代 50代
性別 男性 女性
体力・体格 重たいものが

持てない
ずっと立って
いるとしんど

普通 かがむと腰が
痛い

性格 怒りっぽい せっかち 寡黙 話好き 思慮深い 面倒くさがり 人好き 機械嫌い 忘れっぽい 几帳面
趣味 テレビゲーム ペット 子育て 映画・読書 車 スポーツ観戦 テーマパーク SNS ショッピング 特になし
職種 業務職 総合職 専門職
勤務時間 昼間（早出） 昼間（通常） 夜間
役割 管理業務（人

員・コスト）
事務作業 英訳 表計算 資料作成

PCスキル 低：PCにほと
んど触ったこ

中：メール・
ブラウザ程度

高：PCカスタ
マイズ

複合機利用経験 なし 1年未満 1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年以上

施設

組織

人物（部員）
目標

 

 

社屋の社員数 1,000以上 500-1,000 300-500 100-300 50-100 10-50
立地 都市部 都市部 都市部 都市部 地方 地方
会議体数 10以上 10以上 5-10 5-10 5-10 5-10
会議の頻度 10-30回/日以

上
5-10回/日以
上

5-10回/日以
上

3-5回/日以上 1,2回/日以上 週一回程度

会議の時間 13:00～ 13:00～ 10:00～ 9:00～ 17:00～ 9:00より早い
会議参加者数 15-20 10-15 10-15 5-10 5未満 会議参加者数
会議資料の枚数 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30
複合機の使用者
数

50以上 50以上 30-50 20-30 20-30 20-30

複合機の台数 5以上 2 1 1 1 0

 

表 8-6 システムペルソナ候補一覧 

表 8-5 システムペルソナ候補 
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この時点でのシステムペルソナは，あくまでも仮説であるため，表 8-2 に示した実験

協力者 4 名へインタビュー調査により検証を行った．事前準備として選択したシステム

ペルソナの業務フローを表 8-7 のとおり記載しておき，インタビュー調査により不明点

の確認や詳細情報の収集を行い，仮説が間違っている要素や追加が必要な要素があれば修

正，加筆を行った．インタビュー調査結果は表 8-8 のとおりとなった．インタビュー調

査結果の整理と行動観察の実施によりシステムペルソナは図 8-2 のとおりとなった． 

 

 

部員 上司
会議

出席者
7:00 清掃 清掃

8:00 資料の確認 資料の準備で早く出勤することはあるの
か？

9:00 定時出社時間 3 60

10:00 2 60

11:00 資料の準備 2

12:00 昼休み 昼休み 300 会議以外の資料はいつ印刷するか？
混雑しないか？

13:00 会議のピーク 10 30

14:00 1 30

15:00 1 40 いつもと違う参加者数や資料数の会議
は発生しないか？

16:00 2

17:00 定時退社時間

18:00

19:00 資料の準備 30

20:00 資料の準備 30

21:00 資料の準備 30 1日の印刷枚数は？

時刻 施設 組織
社員

困り事/不明点会議数
印刷
毎数

 

 

 

項目 結果  

顧
客
自
身
 

・20 代後半女性，企画部門所属．入社して 5 年，ずっと企画を担当している．

・複合機は企画部門 30 名で利用．会議の資料作成に使うことが多い． 

・仕事は 9 時から 17 時半まで．平均すると 20 時くらいまで残業．会議の準備

で 8 時頃に出社する日もある． 

・会議でのプレゼンのスキルアップをしたい．少しでも良い資料で会議に挑み

たいので，タイムリミットまで修正する．PC からの印刷とコピーはいつもぎり

ぎりになる． 

表 8-8 インタビュー調査結果（20 代・女性・SY 社） 

表 8-7 業務フローの記載 
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職
場
環
境
 

・企画部門はメンバーの入れ替わりが激しい．また外国人が増えてきている． 

・自部門のエリア（5mx15m）は資料を収納するためのキャビネットが増えて

狭い． 

・2 台の複合機（FAX は 1 台のみ）を利用，横に並べて置くスペースが無く，

10m ほど離れている． 

・用紙の置き場が遠くて補充が面倒． 

・会社が ISO を取得したため裏紙の利用などエコに取り組む姿勢が必要． 

・事務所は雑談が少なく静かである． 

導
入
前
 

・いま使っている複合機の不満はあげている．使い勝手が良いものが欲しい． 

・最終的には施設管理課が機種を選定する．施設管理課の課長は，現場の意見

を尊重するが，会社の方針や，消耗品や備品の管理のしやすさを気にしている．

導
入
直
後
 

・使い方はメーカーの人が部門内の複合機管理担当の社員に説明してくれるの

で，ほかのメンバーは何かあったらその担当者に聞きに行く．同じ機種だと新

たに操作を覚えなくてすむ． 

・担当者は，当然，通常業務もあるので大変である． 

利
用
中
 

・毎日 12 時間，昼休みを除いてフル稼動．昼休みはエコのため省電力の待機モ

ードにしている． 

・コピー枚数は，平均すると 1 日 A4 用紙 300 枚＋A3 用紙 10 枚程度だが，大

きな会議がある日はA4用紙2,000枚＋A3用紙50枚くらいになる場合もある．

PC からの印刷やコピーが集中して待たされる場合があり焦る．会議前に複合機

でトラブルが発生するとパニック．2 台あるので何とかやりくりして対応する．

・紙切れをそのままにしておく人がいて困る． 

・自分の資料だけでなく，上司の資料をコピーさせられる． 

・役所との仕事が多く文書の体裁が重要．ちょっとしたコピーミスで会議の出

席者の機嫌が悪くなる場合がある． 

・社外への漏洩はもちろん，ほかの社員に見せられない資料を印刷する場合が

ある． 

・会議は 13 時開始が多く，お昼前に印刷やコピーが集中する． 

～ ～ 
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「製品コンセプトの 8 側面」 

システムペルソナから得られる状況や困りごとから製品コンセプトの 8 側面を作成し

た．システムペルソナから施設や組織の要求事項を収集し，製品コンセプトの 8 側面の

うち該当する側面に分類した．そして，側面ごとに要求事項を構造化し各側面のコンセプ

トを抽出，優先順位付けを行った．実施者が 3 名と少なく合計点が同点となるものがあ

ったが，その場合は話し合いにより順位を決定した．製品コンセプトの 8 側面は表 8-9

に示すとおりである．  

 

 

 

 

 

 

図 8-2 業務用複合機のシステムペルソナ 
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製品コンセプト 優先順位 合計点 企画
設計（ソ
フト）

設計（デ
ザイン）

身体的側面 用紙の補充回数が少なくて済む 8 0
頭脳的（情報的）側面 管理担当の社員が他の社員に教えやすい 7 1 △

時間的側面 印刷が特定の時間に集中しても待たされない 1 5 ○ ◎
環境的側面 印刷物のセキュリティが守れる 5 2 ○
運用的側面 慣れていない操作者・外国人でも扱える 6 1 △
コスト的側面 エコである 3 3 ◎
性能的側面 1日 大の印刷枚数をカバーできる給紙容量 4 2 ○
保守的側面 消耗品や備品が管理しやすい 2 4 ◎ △

側面

HMIの5側面

購買要因の3側面

 

 

「改良した QFD」 

ユーザーニーズを親和させたものに対して，どの製品コンセプトの側面と関連が深いか

マークをつけた．マークは，◎（関連がとても深い），〇（関連が深い），△（関連がある）

であり，◎3 点，〇2 点，△1 点とし，表 8-10 のとおり製品コンセプトの優先順位によ

る点数（1 位 5 点，2 位 3 点，3 位 2 点，4 位以下 1 点）と掛け合わせたものを合計点欄

に表した．製品コンセプトの 8 側面と同様に，実施者が 3 名と少なく合計点が同点とな

るものがあったため話し合いにより順位を決定した． 

 

  

用紙の補充
回数が少なく
て済む

管理担当の
社員が他の
社員に教え
やすい

印刷が特定
の時間に集
中しても待た
されない

印刷物のセ
キュリティが
守れる

慣れていない
操作者・外国
人でも扱える

エコである 1日 大の印
刷枚数をカ
バーできる給
紙容量

消耗品や備
品が管理しや
すい

1点 1点 5点 1点 1点 2点 1点 3点
静かである 0
メンテナンスが少ない 14 △ 〇 ◎
小さい 0
トラブルが少ない 12 〇 △ ◎
セキュリティが強い 10 〇 △ ◎
エコである 9 〇 ◎ △
シェアが高い方が良い 8 ◎ 〇 △
誰でも使える 10 △ ◎ 〇
いつでも印刷できる 22 ◎ △ 〇

・・・

ユーザーニーズ 合計点

システムペルソナにおける製品コンセプトの8側面

 

 

合計点の高いユーザーニーズを，製品コンセプトの 8 側面の優先順位が高い側面から

順に考慮し，システムペルソナを読み合わせしながら解決案の検討およびアイディア創出

を行った．結果を表 8-11 に示す．  

 

 

表 8-9 製品コンセプトの 8側面の優先付け 

表 8-10 ユーザーニーズの優先付け 
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No. ユーザーニーズ 製品コンセプトによるアイディア創出 

１
 
い
つ
で
も
印
刷
で
き
る
 

「2 台の複合機（FAX は 1 台のみ）

を利用，横に並べて置くスペース

が無く，10m ほど離れている」 

「タイムリミットまで修正する」 

「PC からの印刷やコピーが集中し

て待たされる場合があり焦る」 

「紙切れをそのままにしておく人

がいて困る」 

優先順位 1：印刷が特定の時間に集中して

も待たされない 

⇒PC で作業終了後に，できるだけ早く出

力したいという状況．印刷やコピーが集

中しているため，PC から複合機の混雑状

況が確認でき，空いている方を選択して

出力できる機能． 

⇒複合機の前でコピーする際，2 台の複

合機の混雑状況が確認できる画面． 

２
 
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
少
な
い
 

「コピー枚数は，平均すると 1 日

A4 用紙 300 枚＋A3 用紙 10 枚程

度だが，大きな会議がある日は A4

用紙 2,000 枚＋A3 用紙 50 枚くら

いになる場合もある」 

優先順位 1：印刷が特定の時間に集中して

も待たされない 

⇒関係がない 

優先順位 2：消耗品や備品が管理しやすい

⇒出力中に残り枚数が少なくなったこ

とを警告，出力中に補充ができる機能．

・・・ 

優先順位 4：1 日最大の印刷枚数をカバー

できる給紙容量 

⇒A4 用紙 2,000 枚＋A3 用紙 50 枚を補

充なしで済ませられる最大給紙容量．  

３
 
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
い
 

「会議前に複合機でトラブルが発

生するとパニック．2 台あるので何

とかやりくりして対応する」 

・・・ 

優先順位 2：消耗品や備品が管理しやすい

⇒出力中にでもトナー交換できる機能．

 

表 8-11 アイディア創出結果 
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４
 
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
強
い
 

「社外への漏洩はもちろん，ほか

の社員に見せられない資料を印刷

する場合がある」 

・・・ 

優先順位 5：印刷物のセキュリティが守

れる 

⇒企画部門 30 名が集中して印刷，コピ

ーをするため他人の資料に混ざってし

まう場合がある．⇒複合機の前で，担当

者が出力開始ボタンを押して初めて出

力される機能． 

５
 
誰
で
も
使
え
る
 

「使い方は，メーカーの人が部門

内の複合機管理担当の社員に説明

してくれるので，ほかのメンバー

は何かあったらその担当者に聞き

に行く．同じ機種だと新たに操作

を覚えなくてすむ．担当者は，当

然，通常業務もあるので大変であ

る」 

「企画部門はメンバーの入れ替わ

りが激しい．また外国人が増えて

きている」 

・・・ 

優先順位 6：慣れていない操作者・外国

人でも扱える 

⇒ドライバのインストール方法や簡易

マニュアルなどの提供． 

⇒文字ではなくアイコンなどを採用し，

外国人にも分かりやすくする． 

６
 
エ
コ
で
あ
る
 

「会社が ISO を取得したため裏紙

の利用などエコに取り組む姿勢が

必要」 

「毎日 12 時間，昼休みを除いてフ

ル稼動．昼休みはエコのため省電

力の待機モードにしている」 

・・・ 

優先順位 3：エコである 

昼休み明けなど，自動的に待機モードか

ら復帰する機能． 

 ・・・ ・・・ 
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「GUI 設計マトリクス表」 

業務用複合機への PC からの印刷機能について GUI の設計を行った．表 8-12 に示すよ

うに GUI 設計マトリクス表を作成し，操作手順ごとにシステムペルソナに含まれる複数

の人物モデルと製品コンセプトの8側面を考慮しGUI設計上の注意点を記載していった． 

 

 

操作手順 人物モデル 身体的側面 頭脳的側面 時間的側面 環境的側面 運用的側面 コスト的側面 性能的側面 保守的側面

部員
複合機が混ん
でいるかどうか
分からない．

2台ある複合機
のどちらに出力
するか迷う．

上司

会議出席者

購買部

部員
複合 機が 遠く
て取りに行くの
がしんどい．

上司

会議出席者

購買部

部員

別の人が印刷
していて待たさ
れる．
あとどれくらい
待て ば良いか
が分からない．

自席が遠いの
で、戻るのが面
倒．

上司
少しでも早く印
刷して欲しい．

会議出席者

購買部
紙の無駄を減
らしたい．

複合機で印
刷する

タスク：資料の印刷

↑上記、PC上のダイアログで解決

複合機へ移
動する

製品コンセプト

画面
HMIの5側面 購買要因の3側面

自席でPCよ
り資料を出力

する

 

 

「自席で PC より資料を出力する」手順の場合，製品コンセプトの 8 側面を見比べると

「印刷が特定の時間に集中しても待たされない」というコンセプトから「複合機が混んで

いるのかどうか分からない」という注意点が見つかった．システムペルソナの業務フロー

からも 13 時に会議が集中することが分かり，また，システムペルソナのレイアウトから

は自席から複合機が見えないことが分かった．こういった注意点を考慮して GUI の設計

を行い，図 8-3 に示すように PC 上で 2 台ある複合機の混雑状況が把握できる画面案を導

き出すことができた． 

 

 

表 8-12 GUI 設計マトリクス表 
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図 8-3 GUI 設計マトリクス表により導き出したGUI デザイン 
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「改良した認知的ウォークスルー法」 

表8-13のとおりシステムペルソナから得られる情報とインタビュー調査で得られた課

題や困りごとを照らし合わせて業務用製品特有の利用状況を整理した．そして，操作者の

認知過程のチェック項目の代わりに，これらの業務用製品特有の利用状況の観点をチェッ

ク項目とした操作手順評価シートを作成しユーザビリティ評価を実施した．評価結果は表

8-14 に示すとおりとなった． 

 

 

インタビュー調査で得られた課題 影響を及ぼしている項目
認知的ウォークスルーで

考慮する観点
「PCからの印刷とコピーはいつもぎり
ぎりになる．」

文化：業務の効率化が進み、常に時
間に追われて仕事をしている状態．

〇　操作者の装置の利用状況

「企画部門はメンバーの入れ替わり
が激しい．また外国人が増えてきて
いる．」

文化：外国人の社員が増えた． ×　言語の問題であり，ユーザビリ
ティ評価とは別に対応を検討する必
要がある．

「2台の複合機は10mほど離れてい
る．」

レイアウト：離れていてかつ見えな
い．

〇　操作者の業務環境

「用紙の置き場が遠 くて補充 が面
倒．」

レイアウト：離れていてかつ見えな
い．

〇　操作者の業務環境

「会社がISOを取得したため裏紙の利
用などエコに取り組む姿勢が必要．」

文化：紙の無駄を減らすよう，張り紙
をして啓蒙している．

×　性能の問題

「PCからの印刷やコピーが集中して
待たされる場合があり焦る．」

業務フロー：13時に会議が集中． 〇　操作者の装置の利用状況

「会議前に複合機でトラブルが発生
するとパニック．」

業務フロー：13時に会議が集中． 〇　操作者の装置の利用状況

「紙切れをそのままにしておく人がい
て困る．」

文化：業務の効率化が進み、常に時
間に追われて仕事をしている状態．

〇　操作者の装置の利用状況

「ちょっとしたコピーミスで会議の出席
者の機嫌が悪くなる場合がある．」

文化：重要な参加者にはカラーで配
布、コストより見やすさを重視する．

×　性能の問題

「社外への漏洩はもちろん，ほかの
社員に見せられない資料を印刷する
場合がある．」

文化：セキュリティは厳しくなってきて
いるが，まだまだすべてに行き渡って
はいない．

〇　操作者の装置の利用状況

「3時開始が多く，お昼前に印刷やコ
ピーが集中する．」

文化：セキュリティは厳しくなってきて
いるがｖまだまだすべてに行き渡って
はいない．

〇　操作者の装置の利用状況

～ ～ ～  

 

 

 

表 8-13 業務用製品特有の利用状況 
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タスク

業務の効率化が進み，常に時間
に追われて仕事をしている状態．
13時に会議が集中．

複合機が離れていてかつ見えな
い．

セキュリティは厳しくなってきてい
るが，まだまだすべてに行き渡っ
てはいない．

自席でPCより資料を出力する
2台ある複合機の空いている方に
出力したい．

複合機へ移動する
別件のついでに印刷しようとしてい
て忘れてしまう．

複合機で印刷する 複合機の前で待たされる．
複合機の前に来て初めて混んで
いることがわかる．

出力した紙が残っているとセキュ
リティ上問題なので，印刷中は
ずっと待っていなければならない．

印刷する

操作手順

利用状況の観点のチェック項目

 

 

対照として，表 8-15 に示す別の実施者 3 名により，3 ポイントタスク分析のチェック

項目を用いた従来の認知的ウォークスルー法によるユーザビリティ評価を実施した．その

結果を表 8-16 に示す．検体検査機器での実施結果と同じく，改良した認知的ウォークス

ルー法によるユーザビリティ評価は利用状況の観点でより多くの問題点を抽出すること

ができた． 

 

 

年代 性別 職種
30代 男性（SY社） 戦略
30代 男性（SY社） 設計（ソフト）
50代 男性（SY社） 設計（ハード）  

 

 

タスク

情報⼊⼿ 理解・判断 操作

自席でPCより資料を出力する

複合機へ移動する

複合機で印刷する
あと何分待てば良いか分からな
い。

作業に戻るか、このまま待つか判
断できない。

印刷する

操作⼿順

3ポイントタスク分析のチェック項⽬

 

表 8-14 改良した認知的ウォークスルー法によるユーザビリティ評価結果 

表 8-15 従来の認知的ウォークスルー法評価者の属性 

表 8-16 従来の認知的ウォークスルー法によるユーザビリティ評価結果 
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8.2.4. 考察 

「システムペルソナ」 

第 3 章で構築した手法に従い業務用複合機のシステムペルソナを作成することができ

た．作成過程における問題も特に発生しなかった． 

 

「製品コンセプトの 8 側面」 

製品コンセプトの 8 側面に対する優先付けについて，実施者が 3 名と少なかったため

点数付けした結果が同点になってしまうことがあった．その場合は 3 名で同点のものを

比較して話し合いにより優先付けを行った．同点となった 2 件の比較であるため円滑に

合意を形成することができた． 

 

「改良した QFD」 

製品コンセプトの 8 側面を用いユーザーニーズの優先順位付けを実施することができ

た．製品コンセプトの 8 側面実施時と同じく，実施者が 3 名と少なかったため点数付け

した結果が同点になってしまうことがあった．その場合も同じく話し合いにより合意を形

成した．すべてのユーザーニーズに対して話し合うわけでは無く，2 件の比較で済むため

容易に合意を形成できるという利点があった． 

また，アイディア創出も可能であり「PC から複合機の混雑状況が確認でき，空いてい

る方を選択して出力できる機能」を導き出すことができた． 

 

「GUI 設計マトリクス表」 

GUI 設計マトリクス表を用いることにより，GUI 設計上の問題点を抽出することができ

た．また，改良した QFD と同じく「PC から複合機の混雑状況が確認でき，空いている方

を選択して出力できる」画面が必要であることを導き出すことができた．このことから本

手法はアイディア発想にも活用できることが分かった． 
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「改良した認知的ウォークスルー法」 

利用状況の観点でユーザビリティ上の問題点を抽出することができた．従来法との比較

を行ったが，提案手法のほうがより多くの問題点を抽出することが可能であった． 

 

8.3. まとめ 

本研究において構築した業務用製品を開発するメーカーの製品ライフサイクル「企画プ

ロセス」「設計プロセス」「品質保証プロセス」の課題を解決する 5 つの手法「システム

ペルソナ」「製品コンセプトの 8 側面」「改良した QFD」「GUI 設計マトリクス表」「改良

した認知的ウォークスルー法」について，検体検査機器と同様の手順で業務用複合機につ

いて実施することができ，その妥当性を検証することができた．業務用製品の中でも専門

性が高く特定のユーザー層が使用する検体検査機器と専門性が低く幅広いユーザー層が

使用する業務用複合機の両者において個々の手法がスムーズに活用できたことは，業務用

製品を開発するメーカーが本研究で構築した「システムペルソナを中核とするフレームワ

ーク」を用いることにより，実践における試行錯誤を減らし人間中心設計プロセスの導入

を成功させる可能性が高まることを示している． 
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9. 結論 
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9.1. はじめに 

本研究では「システムペルソナを中核とするフレームワーク」を提案し，業務用製品開

発に適合するペルソナ「システムペルソナ」を構築した．次にシステムペルソナをもとに，

人間中心設計プロセスにおける各手法のカスタマイズを行い「企画プロセス」「設計プロ

セス」「品質保証プロセス」で活用できる 5 種類の手法を構築した．業務用製品を開発す

る架空企業を設定することにより，各手法のカスタマイズを行いやすくするという研究方

法は，まさに，対象ユーザーを明確にするペルソナ手法そのものであり，本研究自体にも

人間中心設計手法を適用したといえる． 

本章では，本研究で構築したシステムペルソナを中核とするフレームワークを構成する

手法群の効果をまとめたうえで，業務用製品を開発するメーカーへ手法を定着させるため

の課題を検討し今後の展望を述べる．  

 

9.2. 本研究の全貌 

先行研究の調査結果から，図 9-1 に示すように人間中心設計手法の中で中核となるペ

ルソナ手法を用いたとしても，そこから得られるさまざまな情報を「企画プロセス」「設

計プロセス」「品質保証プロセス」へと論理的に展開する手法が欠けていることが分かっ

た． 

 

図 9-1 カスタマイズ前の手法群 
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本研究により図 9-2 に示すとおり，業務用製品開発向けのペルソナであるシステムペ

ルソナを構築し，そこから得られるさまざまな情報を論理的に活用する業務用製品開発向

けの人間中心設計手法群を構築した．それらを包含する「システムペルソナを中核とする

フレームワーク」を用いることにより，製品ライフサイクルの「企画プロセス」「設計プ

ロセス」「品質保証プロセス」において，一貫して対象ユーザーが満足する製品を開発す

るための活動が行えるようになった．次節以降，本研究で構築した各手法の効果をまとめ

る． 

 

 

図 9-2 フレームワークとそれを構成する人間中心設計手法群 
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9.3. システムペルソナを中核とするフレームワークの効果 

9.3.1. システムペルソナ 

 

従来法 カスタマイズ手法
ペルソナ システムペルソナ

特徴 対象ユーザーとなる人物像を具体化
対象ユーザーとなる施設像（組織像・人物
像を含む）をモデル化

メリット
操作者の理解ができ，共通認識が持てるよ
うになる．

業務用製品の対象ユーザーとなる施設全体
の理解ができ，共通認識が持てるようにな
る．

デメリット
操作者のみでは，業務用製品の仕様を決め
るための情報が不足している．

施設の調査に時間がかかる．

名称

 
 

 

表 9-1 カスタマイズしたペルソナ手法の効果

図 9-3 システムペルソナの要素の活用場面 
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図 9-3 にシステムペルソナの活用場面を示した．システムペルソナは業務用製品の製

品ライフサイクル全般にわたり活用されることが分かった．あわせてシステムペルソナの

どの要素がどのプロセスで活用されるかを記したが，企画プロセスにおいては施設モデル

と組織モデルが必要であることが分かった．従来のペルソナ手法は操作者などのエンドユ

ーザーを具体化したものであり，システムペルソナの人物モデルにあたる．人物モデルだ

けでは設計プロセス，品質保証プロセスしか実行できず，企画プロセスの活動が行えない．

このことがペルソナ手法は業務用製品開発には使えないと言われている理由だと考えら

れる． 

本研究では，ペルソナを複数の人物モデル，組織モデルや施設モデルに拡張したシステ

ムペルソナを構築することにより，業務用製品の製品ライフサイクル全般にわたり活用で

きる手法へとカスタマイズすることができた．これにより，業務用製品を開発するメーカ

ーの各部門が共通認識を持って顧客満足度を高める活動を行えるようになった．内容が増

えたことに起因しシステムペルソナを作成するための工数が増えることが想定されるが，

一度作成したシステムペルソナは再利用できるため，業務用製品の開発が長期間となるこ

とを考慮すれば，業務用製品を開発するメーカーにとって，十分，導入が可能な手法であ

ると考える． 
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9.3.2. 企画プロセス 

 

 

従来法 カスタマイズ手法

１）ヒューマンデザインテクノロジ―
２）QFD

１）製品コンセプトの8側面
２）改良したQFD

特徴
１）製品のコンセプトを構造化
２）ユーザーニーズを設計品質に展開

１）２）システムペルソナと製品コンセプ
トの8側面を用いて，論理的にユーザーニー
ズを設計品質に展開

メリット
１）論理的にコンセプトを構造化できる．
２）論理的にユーザーニーズを設計品質に
展開していることを示すことができる．

１）製品コンセプトの8側面は業務用製品の
購買要因を含んでいる．
２）システムペルソナを用いて，論理的に
ユーザーニーズの優先順位を付けることが
できる．また，システムペルソナと製品コ
ンセプトの8側面によるアイディア出しの仕
組みが確立している．

デメリット

１）コンセプトに業務用製品の観点が不足
している．
２）論理的に見えるが，ユーザーニーズの
優先順位付けやアイディア出しが属人的．

特になし．

名称

 
 

人間中心設計プロセスの弱点であった「設計による解決案の作成」において，ユーザー

ニーズを論理的に設計に展開する手法を構築することができた．論理的であるということ

は，言い換えれば納得性が高いということである．業務用製品は専門性が高く，実現する

ための技術的な難易度も高い．それゆえ，高い技術力を持った設計部門の発言力が強く，

技術中心からユーザー中心へとマインドが変革できない要因でもあった．逆にいえば，設

計部門に納得感を与えられれば人間中心設計プロセスの導入がスムーズになるともいえ

る．またアイディア創出も可能であり，本研究における事例では 3 件の特許を出願する

ことができた．このことからも業務用製品を開発するメーカーにおいて人間中心設計プロ

セスの導入を推進するにあたり，設計部門を説得するための重要な材料となる手法である

と考える． 

表 9-2 企画プロセスにおけるカスタマイズ手法の効果 
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9.3.3. 設計プロセス 

 

従来法 カスタマイズ手法

なし
１）GUI設計マトリクス表
２）GUI設計ガイドライン

特徴 ―

１）システムペルソナの人物モデルと製品
コンセプトの8側面を用いて論理的にGUIを
設計
２）製品コンセプトの項目ごとにナレッジ
化し，GUI設計を効率化

メリット ―

１）２）すべての人物モデルが満足する仕
様が検討可能である．また，製品コンセプ
トの8側面を用いることにより，複数のソフ
トウェア技術者が分担してソフトウェアの
外部仕様を検討する場合でも，一貫性を保
つことができる．

デメリット 属人的であり，妥当性が無い． １）マトリクス表の作成に時間がかかる．

名称

 

 

企画プロセスと同じく，設計プロセスにおいても人間中心設計プロセスの弱点「設計に

よる解決案の作成」を補う手法を構築することができた．この手法を用いることにより，

ユーザーニーズをソフトウェアの設計に論理的に展開できるようになるため，業務用製品

のユーザビリティ向上が見込める．開発開始当初からユーザビリティが高い GUI が設計

できれば，関連部門からの指摘などによる開発中の再設計や発売後のユーザークレームに

よる再設計などの手戻り工数の削減が期待できる．製品全体の開発費に占めるソフトウェ

アの割合は年々増大しており，ソフトウェア開発費の削減は企業内での大きなアピールと

なる[1]．業務用製品を開発するメーカーにおいて人間中心設計プロセスの導入を推進す

るにあたり，本手法を活用することによるソフトウェア開発における手戻り工数の削減を

可視化し，導入効果を示すことができれば強力な後押しになると考える． 

また，GUI 設計の効率化のために GUI 設計ガイドラインを作成した．本研究における

実験の結果から得られたノウハウやナレッジをまとめたものである．今後，業務用製品に

おける事例を蓄積していくことにより，より効率化に貢献できるガイドラインへと改訂す

ることが可能であると考える． 

表 9-3 設計プロセスにおけるカスタマイズ手法の効果 
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9.3.4. 品質保証プロセス 

 

 

従来法 カスタマイズ手法

認知的ウォークスルー法 改良した認知的ウォークスルー法

特徴
ユーザーの操作手順に沿って，脳の認知過
程に関する項目で評価

ユーザーの操作手順に沿って，ユーザーの
利用状況に関する項目で評価

メリット
ユーザインタフェースの問題点を多く抽出
できる．

ユーザーの利用状況に関する問題点を多く
抽出できる．

デメリット
ユーザーの利用状況に関する問題点の抽出
が難しい．

ユーザインタフェースの問題点はあまり抽
出できない．

名称

 
 

業務用製品の特殊な利用状況を考慮し，より多くの問題点を抽出できるユーザビリティ

評価手法を構築することができた．本手法のメリットは，例えば，画面遷移がユーザーの

業務に合致していないなどの根本的な問題点を抽出できることである．一方，ユーザイン

タフェースの問題点があまり抽出できないというデメリットがあるが，ユーザインタフェ

ースの問題点は，例えば，画面の色使い，文字の大きさやメッセージの表現など改修が容

易であるものが多い．認知的ウォークスルー法は開発の早期に実施可能なユーザビリティ

評価手法であるが，改修が容易な問題点を早期に抽出してもソフトウェア開発の手戻り工

数の削減効果は少ないと考えられる． 

「開発の後期に画面遷移を根本的に見直した場合に，どの程度の手戻り工数が発生する

か」というシミュレーションデータを用意することにより，本手法の導入効果を定量的に

示すことができると考えられる．こういった定量データが人間中心設計プロセス導入の後

押しとなるため，評価実績を蓄積していくことが望まれる． 

表 9-4 品質保証プロセス（機器）におけるカスタマイズ手法の効果 
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従来法 カスタマイズ手法

１）マニュアル評価ガイドライン
２）マニュアル評価フレームワーク
３）構造化ヒューリスティック評価法

取扱説明書用構造化ヒューリスティック評
価法チェックリスト

特徴

１）２）過去の経験から得られた取扱説明
書を制作する際に考慮しなければならない
観点でチェック
３）10項目のヒューリスティック原則に基
づいた評価項目を構造化

構造化ヒューリスティック評価法の項目を
取扱説明書用にカスタマイズしたものに，
過去の経験から得られた観点をマージ

メリット

１）２）過去のノウハウを活用できる．
３）10項目のヒューリスティック原則に基
づいた評価項目を効率よくチェックでき
る．

過去のノウハウと10項目のヒューリス
ティック原則の両方をチェックできる．

デメリット

１）２）10項目のヒューリスティック原則
から抜けがあり，網羅性が無い．
３）機器の評価用の項目になっており，取
扱説明書の評価には適さない．

チェックリストの後半で，抽出漏れが発生
する．

名称

 

 

本手法は一部抽出漏れが発生することがあるものの，従来法と比べて問題点の総抽出数，

時間あたりの抽出数ともに多いという定量的な効果を示すことができた．取扱説明書の評

価であり対象物の入手がしやすく，また，評価時間も 1 時間程度であることから検証が

しやすい手法となっている．業務用製品を開発するメーカーにおいて人間中心設計プロセ

スの導入を推進するにあたり，試行として取扱説明書のユーザビリティ評価を実施するこ

とができれば，小さくても定量的な効果を出すことができる．それにより導入効果を示せ

るため，社内での人間中心設計への理解が深まると期待する． 

 

表 9-5 品質保証プロセス（取扱説明書）におけるカスタマイズ手法の効果 
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9.4. 今後の課題 

本研究では「人間中心設計プロセスを導入して開発された業務用製品はユーザビリティ

や UX が向上することから，顧客満足度が向上し競合メーカーの製品との差別化につなが

る」「医療機器であれば，病院のスタッフの負担が軽減するため，患者のために割く時間

が増え医療の質が上がる」「産業機器であれば，操作者の負担が軽減するため，工場の生

産性が上がる」「業務用製品を開発するメーカーの国際競争力を高めるとともに，人々の

暮らしの質の向上や日本経済の発展に貢献する」といったことを目的として掲げてきた．

本研究によりカスタマイズした人間中心設計手法が業務用製品を開発するメーカーにお

いて定着すれば，その目的を果たすことができると確信している．しかしながら，定着化

に至る道筋には二つの壁があると考える． 

本章で述べたとおり，人間中心設計手法を導入すればさまざまな効果が得られる．しか

し，ユーザビリティ評価手法に関しては定量的な効果が示せたものの，それ以外の多くの

手法は「関係者で共通認識が持てるようになった」「合意形成しやすくなった」「アイディ

アを創出することができた」といった定性的な効果である．企業のマネジメント層にとっ

てみれば経営目標を達成するために意思決定を行わなければならず，ROI（Return On 

Investment：投下資本利益率）を気にかけることとなる．人間中心設計プロセスを導入す

ればどれくらいの ROI があるのか，その効果が感じられないものは強く推進しようとは

しない．一つ目の壁はマネジメント層が ROI を感じる指標を示すことができるかどうか

である． 

一方，エンジニアは製品の測定精度が 10%向上した，処理速度が 5%向上したといった

機能，性能の数値目標を気にかけることが多い．また，プロジェクトリーダーは QCD（品

質，コスト，納期）を守れるようプロジェクトを運営していくが，コストと納期は予算が

10％オーバーした，納期が 5%短縮したなど成果が明確に測定できるため目標にしやすく，

また，マネジメント層からも評価の対象にされやすいため気にかけることが多い．しかし

ながら，ユーザビリティを含む品質は測定が難しくコストと納期を守るための犠牲となる

場合が多い．仮に人間中心設計プロセスの必要性を感じたマネジメント層が，トップダウ

ンで導入を指示すれば定着化するかといえばそうではない．いくらビジョンを示しても，

人間中心設計プロセスの現場への導入メリットを示さなければ，現場は取り組んで良いか
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どうかの判断ができない．トップの指示であるためしばらくは手法を活用するかもしれな

いが，効果が実感できなければすぐに形骸化して定着には至らないだろう．つまり，二つ

目の壁はエンジニアやプロジェクトマネージャーなど開発現場のメンバーが人間中心設

計プロセスの導入効果を感じる指標を示すことができるかどうかである．  

 

9.5. 今後の展望 

マネジメント層が理解でき，現場の動機づけになる定量化された指標がなければ，人間

中心設計プロセスの定着化は容易ではない．人間中心設計手法の導入にあたっては，例え

ば，インタビューを実施するための経費やその分析のための工数など一旦負担が増えてし

まう．いつまでも効果が見えず負担が続くとマネジメント層も現場もモチベーションが下

がり，活動を止める方向に力が働き始めることになる．このようなことから，プロジェク

ト活動中に効果が実感でき，かつ継続的に測定できる KPI（Key Performance Indicator：

重要業績評価指標）が必要となる． 

前述のとおり，プロジェクト活動の状況としてコストの超過や納期の遅延は見えやすい．

したがって，マネジメント層はその点の指摘を行い，プロジェクトリーダーは指摘されな

いよう気を配る．このように，プロジェクト実行中はコストや進捗の状況を可視化するた

めの予算消化率や納期遵守率といった KPI は設定されているものの，人間中心設計プロ

セスの導入効果に関わる KPI は設定されていない．プロジェクトが終結した発売後であ

れば，製品に対するクレーム数，問い合わせ電話本数やサービスマン出動回数などの人間

中心設計プロセスの導入効果（ユーザビリティが向上するとこれらの数は減少する）に関

わる KPI が設定される場合があるが，終結後であるため現場が直接的に影響を感じるも

のではない．また，これらの対応にあたっても，営業部門やサービス部門などの残業代が

増える可能性はあるが，予算として確保された労務費の中での活動であるため，マネジメ

ント層にとっても実感があまり無いであろう． 

このようなことから，プロジェクト終結後ではなくプロジェクト実行中に，人間中心設

計プロセスの導入によりコスト，納期に好影響を与えていることを示す KPI を測定する

ことにより，マネジメント層，現場ともに人間中心設計プロセスの導入効果を実感できる

ようにしなければならないと考える． 
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提案する KPI を図 9-4 に示した．本研究を参考に多くの業務用製品を開発するメーカ

ーが人間中心設計プロセスの導入を推進し，KPI の測定によりその導入効果を明らかにし

ていくことにより，さらに多くのメーカーの導入の後押しにつながることを期待する．そ

の結果，国内のメーカーの国際競争力を高めるとともに，人々の暮らしの質の向上や日本

経済の発展に貢献するという本研究の目的が達せられることを切に願う． 
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図 9-４ 人間中心設計プロセスの導入効果に関わる KPI 
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補遺 1：人間中心設計手法をカスタマイズする方法 

はじめに 

第 4 章で実施した先行研究の調査結果から，一般に知られている人間中心設計手法は

業務用製品開発での利用には適合しておらず，業務用製品を開発するメーカーに導入する

場合は，それに適合するよう種々の手法に対して新たにカスタマイズを行う必要があるこ

とが明らかになった．ここでは，本研究のテーマである人間中心設計手法を業務用製品開

発に適合するようカスタマイズする方法と，そのカスタマイズの妥当性を検証する方法に

ついて，どのように研究を進めるかを補遺として書き添えておく． 

 

製品ライフサイクルにおける人間中心設計手法のカスタマイズ 

システムペルソナが構築できたとしても，それを企画，設計，品質保証といった製品ラ

イフサイクルの各プロセスで確実に活用できなければ意味がないため「ヒューマンデザイ

ンテクノロジー」「QFD」「認知的ウォークスルー法」「ヒューリスティック評価法」とい

った手法を，業務用製品を開発するメーカーに適合するようカスタマイズしなければなら

ない．しかし，どのようにしてさまざまな手法をメーカーが確実に活用できるようにカス

タマイズすれば良いか，その方法が本研究の要点であり十分な検討が必要である．したが

って，カスタマイズとは何かを綿密に議論したい． 

カスタマイズ方法を考えるときに，世界から日本人はカスタマイズが得意だと言われて

いることに着目したい．実際，海外から持ち込まれたさまざまな基礎技術を応用したり，

不完全な製品を大衆に受け入れられるようにしたり，さらには異なる文化や風習をうまく

日本という国柄に適合させたりしてきた．日本でカスタマイズされ世界に広まったものも

数多くある．日本人は，なぜさまざまなものを異なった環境に適合させることが得意なの

か，その理由を紐解けば製品と手法という対象の違いはあるものの，コンシューマー製品

に適合した人間中心設計手法をどのようにすれば業務用製品開発用にカスタマイズでき

るのかという本研究の目的を達成するためのヒントが見えてくるに違いない． 
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カスタマイズに長ける日本人 

過去に日本人がうまくカスタマイズさせて世界中に広まった製品をいくつか見てみる

ことから，その理由を紐解き本研究の研究方法を明確にしたい． 

 

(1) 乾電池 

明治 20 年，当時の電池といえば電解液を液体の状態で使用する湿電池のことを指して

いた．電解液の中に 2 本の電極を浸したもので現在の自動車のバッテリーにイメージが

近い．湿電池は液体を使用するため漏れると危険であるとともに，寒冷地では凍ってしま

うという不便さがあった．  

湿電池の性能に不満を持った長岡藩出身の時計技師 屋井先蔵は，取り扱いが簡単で，

また日本の寒冷地でも使用できる時計用の電池「屋井式乾電池」を発明した[1]．これが

世界中に広まっていき現在の乾電池へとつながっていく．屋井の出身地である長岡の冬は

雪が多く気温が氷点下となる日も多い．だからといって，湿電池は使えないと考えるので

はなく，どうしたらその環境に適合できるだろうかと考えた結果生まれた発明であろう． 

 

(2) スリッパ 

スリッパが生まれたのは江戸時代の終わりから明治時代の初めにかけてと言われてい

る．江戸時代の鎖国政策が終わり，それに伴って異なった文化を持ったさまざまな国の

人々が日本を訪れるようになった．しかし，当時，ホテルのような欧米風の宿泊施設があ

るはずはなく，外国人は旅籠や寺社といった日本独特の宿泊施設で畳を敷いた和室に泊ま

ることになる．欧米では靴を履いたまま部屋に入る文化であるため，外国人は当然のこと

のように靴のまま畳に上がってしまう．日本人と外国人の間でトラブルが多発したことは

想像に難くないが，日本人が取った対応は，入室を拒否したり無理やり靴を脱がせたりし

て日本の文化に合わすよう強要することではなかった． 

当時，東京，八重洲にて仕立屋を営んでいた徳野利三郎が靴のまま履けるスリッパを考

案したのである．現在，我々が履いているスリッパは日本人が外国人のために考案した履

物のカスタマイズ製品なのである．その結果，靴を履いていなかったとしても足が汚れて

いて床を汚したくない場合や，逆にトイレや廊下といった床が汚れていて足を汚したくな

い場合にも利用が可能となり普遍化した製品であるといえる． 
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(3) アイスコーヒー 

いまでこそ，シアトル発のスターバックスコーヒーを始めとするコーヒーショップが，

アイスコーヒーを提供することが当たり前のようになっているが，もともと欧米ではコー

ヒーはホットで飲むものであり冷やして飲むという文化は無かった．明治時代から大正時

代にかけて，日本人がコーヒーを冷やして飲み始めたのがアイスコーヒーの起源だと言わ

れている．暑い夏にコーヒーを冷やして飲むというのは．今思えばあたり前のように見え

る．しかし，当時，輸入された際のスタイルである夏でもホットで飲むというフレームを

壊し，環境に適合させるようカスタマイズしたことは日本人ならではの偉業であったので

は無いだろうか． 

 

日本人の文化的な背景 

農耕民族と狩猟民族 

なぜ日本人は乾電池，スリッパ，アイスコーヒー等のカスタマイズを成功させることが

できたのであろうか．ほかに同様の特性を持った国民が見当たらないことを考えると，日

本人特有の文化が影響していることは間違いが無い．日本人特有の文化と欧米の文化の違

いが生まれた理由としてよく耳にするのは，日本人は農耕民族で欧米人は狩猟民族だから

であるという論拠である．だが，そうであれば，農耕民族は土地を守るために保守的で．

狩猟民族こそ狩猟をするために外界との接触が多く，環境に適応した狩猟手法などのカス

タマイズが必要になると考えることもできる．そもそも，そのような議論をする前に，欧

米人が狩猟民族だというのは事実であろうか． 

例えば，ヨーロッパの文化の一つとして，紀元前 6 世紀にアイソーポス（イソップ）

が作ったとされる寓話を集めたイソップ寓話を挙げることができる．イソップ寓話は，中

世ヨーロッパで子供たちに価値観を植え付けるために利用されたと考えられるが，おそら

くイソップ寓話で最も有名な「アリとキリギリス」において，アリの方が良い生き方だと

勧めていることは明らかである．アリはまさに農耕民族のあるべき姿であり，寓話は農耕

民族としての価値観を正しいこととしている．人類史では，農耕は約 10,000 年前に西ア

ジアで麦を作り始めたのが最初だと言われている．その後，山羊と羊の牧畜を加えて農耕

社会が確立され，その文化は約 6,000 年前にはヨーロッパに広がったと考えられる．一

方，日本においては狩猟が中心の縄文時代が続いており，稲作は約 2,500 年前の弥生時
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代から始まったとされている．このように，日本よりヨーロッパの方が農耕民族としての

歴史が長いのである．日本人は農耕民族で欧米人は狩猟民族という分け方は事実を捉えて

おらず，菜食中心の日本と肉食中心の欧米という近代の食生活の差から理解しやすい考え

方であるため，欧米と日本の比較論として一般に浸透していっただけであろう[2]． 

実は，農耕を行ってきた歴史の長さではなく，稲と麦という作物の違いが文化に影響を

及ぼしてきたと考えることはできないだろうか．稲作は多くの技術が必要である．まずは，

田んぼの準備から育苗，田植えを行うまでの技術である．日本は四季の変化があり，日本

特有の歴日も数多く存在する．例えば「八十八夜」は遅霜が発生する時期とされている．

「夏も近づく八十八夜～」と歌われているように春から夏の境目を示し，八十八夜を過ぎ

る頃から霜が発生することもなくなり安定した気候になるため田植えのタイミングとな

る．環境に適合させる技術が無くタイミングを誤れば，稲の育成に悪影響を及ぼすだろう．

次に，田んぼの管理に技術が必要である．水の管理は当然ながら，肥料の管理や害虫，雑

草対策，そして台風等の災害対策を行わなければならない．稲が実れば，刈取り，乾燥，

脱穀と収穫作業にも技術が必要となる．このように，収穫を得るためには気候を読み取り，

その環境に合わせた作業を行う技術がとても重要である．また，台風などの災害の対応は

個人では困難であり，共同体に属して協力し合う必要がある．そのため，普段から周りの

人々の状況を把握するように心掛けなければならない．つまり，日本人は，稲作を通じて

環境や人を理解し，それらに合わせた活動をするという訓練をずっと行ってきたのである． 

一方，麦作は水に支配されることもなく，あまり技術が必要とはいえない．奴隷に作業

をさせることも容易いであろう．奴隷を増やし土地を耕せば耕すほど収穫量が上がるため，

土地を増やすことに力を注ぐことになる．そして，土地が増えれば草の量も増える．草は

家畜の餌となり羊毛，羊肉やミルクを生みだす．さらに，家畜の糞は作物の肥料として利

用できる．このような農耕と牧畜の相乗効果により，共同体に属していなくとも個人で力

を拡大し土地を増やすことができれば着実に裕福になるのである．したがって，ヨーロッ

パでは環境や人に合わせるというより，個人主義で活動することが主になったのであろう．

屠畜したり不要な家畜の処分をしたりすることから，動物を殺す狩猟民族だという誤った

イメージが持たれてしまった可能性も考えられる． 
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神道と武士道 

環境に合わせ，共同体を大切にするという生活スタイルは，日本人の精神文化の形成に

も影響を与えていると考えられる．日本人特有の精神文化を考えるとき「神道」「武士道」

という言葉が思い浮かぶ．神道は八百万の神といわれるように多神教である．古来より日

本人は木や石，釜戸や農具など，どのようなものであっても神が宿っていると考え祀って

きた．仏教が伝来したときでさえ，それを取り込み，神仏習合という現象を起こした．つ

まり，日本人は異なるものを受け入れて，そこから必要なものを生み出すという文化を長

い時間をかけて培ってきたのである．これは気候の変化やさまざまな災害を受け入れて，

それに適合するよう努力してきた農耕の歴史とリンクしているのであろう．しかし，一神

教であるキリスト教やイスラム教などは，世界に神は一つであると考える．多神教が差異

を尊重し普遍性を求めるのに対して，一神教は差異を切り捨てて同一性を求める．一神教

の国々は，良いものだからすべての人はこのまま受け入れなさいというスタイルを続けて

きた．これはプロダクトアウト的な考え方だといえる． 

では，武士道とはどのようなものだろうか．新渡戸稲造は著書「Bushido, the soul of 

Japan」の中で，在日 20 年になる外国人の女性宣教師が「ひどくおかしな」こととして，

新渡戸に語った話を紹介している ． 

 

「太陽の照りつける中，その夫人は日除けも無く町中を歩いていた．顔見知りの日本人

が通りかかったので声をかけた．彼はすぐに帽子をとって挨拶した．ここまでは自然で

ある．ところが，「ひどくおかしな」ことに，彼は夫人と話している間中，自分の日傘

を降ろして，自分も照りつける太陽のもとに立っていたのだ．」<1> 

 

女性宣教師は，せっかく日傘を持っているのに，なんと馬鹿げた行為かと思ったそうで

ある．新渡戸はこの男性の行動を次のように説明している． 

  

「あなたは炎天下にいる．私はあなたに同情する．もし私の日傘が大きければ，あるい

はもっと親しい間柄なら，どうぞ私の傘に入ってもらいたい．しかし，それができない

ので，せめてあなたと苦痛をともにしているのです．」<1> 
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外国人には，この男性の気持ちが理解できない．しかし，日本人はこういった道徳観念

を持ち続けたのである．日本は世界有数の火山国であり大規模な自然災害が何度となく発

生してきた．しかし，日本人は，運命論者のごとく何事も受け入れてきた．そして，その

都度，驚異的な復興を遂げてきたのは，日本人が楽観的であるからでもあろう．楽観的運

命論者であり，神道，武士道の考え方が浸み込んでいる日本人は，日々の出来事や新しい

ものを前向きに受け入れ，相手の立場となってカスタマイズするということを，二千年以

上ずっと続けてきた．だからこそ，前述のような発明を生み出すことができたのであろう． 

 

ムラ社会 

日本人は稲作で安定した収穫を得るために，気候の変化などの環境に適合させる技術を

身につけ，また，共同体を築くために周りの人々の状況を把握し，それに合わせて行動し

てきた．そして，環境や人に合わせる生活習慣は「神道」「武士道」といった豊かな精神

文化を育てることにもなった．しかし，共同体の存在が強くなりすぎると，いわゆるムラ

社会と言われるような弊害が生まれてくる．ルール違反をすれば共同体全体の収穫に影響

を与えてしまう可能性があるため，しきたりが絶対化する．逆に，共同体に影響を与えな

い世間一般のルールに対してはルーズとなる．また，ルールを乱すようなよそ者に対して

は排他主義を取るなど，円滑に共同体を運営するうえで，共同体全体で同じ行動を取るこ

とが求められ，出る杭は打たれてしまう．本来，環境や人に合わせること，カスタマイズ

することが得意であった日本人は，一旦，カスタマイズが終わると，その安定した状態を

維持するために共同体の中に閉じこもって外部を見ることが無くなり，変化を拒むように

なってしまった[3]． 
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日本企業の変化 

日本の企業文化にも，日本人の文化的な背景と同じことが当てはまるのではないかと考

える．欧米発の製品を日本の環境に合うようカスタマイズする技術を身につけ，そして，

その製品がユーザーの困りごとを本当に解決するかどうか，まるでユーザーと企業が共同

体であるかのように一緒になって考え改良を行っていった．その結果，良い製品を開発で

きるようになった企業は成長を遂げた．しかし，そこで安定を求めてしまったことから，

企業はユーザーとの関係に変化を求めなくなり，あたかもムラ社会のように世界を閉じて

しまったのではないか．その状態が長く続き，国内市場にガラパゴス化と呼ばれる現象が

発生してしまった．それでも，国内市場が成長を続けている間は，共同体の中での生活に

不自由が無く大きな問題とはならなかった． 

ところが，グローバル競争の激化と国内市場の停滞が原因で，共同体の中にはよそ者が

入り込み生活が不安定になってしまった．その結果，日本の企業に次のような変化が起こ

っている．経済産業研究所の調査によると，100 人未満の事業所の比率は 1980 年以降

低下の一途をたどっている．1980 年と 2009 年を比較すると，調査した全企業のうちに

100 人未満の事業所が占める割合は約 57％から約 50％へと減少している[4]．一方，従

業員数，資本金や売上高の平均は上昇している．1995 年と 2006 年を比較すると，従業

員数の平均は 29.4%増，資本金の平均は 74.3%増，売上高の平均は 46.9%増となってい

る[5]．つまり，小さな共同体が無くなり大きな共同体が増えたのである． 

小規模な企業が減り大規模な企業が増えている原因は何であろうか．同じく．経済産業

研究所の調査によると，M&Aの経験を持つ企業は1998年では23.5%，2012年では28.4%

と増加していることから，企業が合併を行った結果であると考えられる．合わせて，M&A

のメリットを調査しており，その上位は「シェア拡大」「新市場獲得」「組織の効率化」で

あった．また，グローバル化に対しての考え方の調査では「競争が激しくなり経営効率化

が必要」という回答が最も多く，その市場での競争に対しては，価格競争ではなく「品質

競争」がより重要という回答が最も多かった．大きな共同体を作ってよそ者に対抗しよう

という努力である[6]． 
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日本企業における手法の必要性 

 

 

 

上図に示すように，日本企業は大きな共同体を作り，よそ者に対抗する体制を作ろうと

している．しかしながら，グローバル企業への対抗措置として，新市場獲得やシェア拡大

を実行しようとしたときに，グローバルで通用する製品が開発できないのである．長い間，

既存の市場というムラ社会で，その中の環境や人に適合するような製品を作り続けてきた

結果，企業とユーザーは一体となってしまった．したがって，ムラ社会の中で受け入れら

れる製品は，手法など無くとも暗黙知で開発することができる．また，環境や人へ適合さ

せるための高い技術を持っていることから，満足度の高い製品を生みだすこともできる．

それが，運よく別の環境や別の人にも受け入れられれば，乾電池，スリッパ，アイスコー

ヒーといった広く通用する製品になる可能性もある．しかし，企業として存続していくに

は，運に頼ってばかりはいられない， 

日本人は，環境や人の状況を把握すれば，物事をカスタマイズしてそれに適応させる高

い技術力を持っている．当然，既存の市場の状況はとても良く把握できている．しかし，

そこに閉じこもっていたため，新しい市場の状況を把握することが苦手になってしまい，

さらにはどのようにすれば把握できるかもわからなくなってしまった可能性もある．もは

や暗黙知では対応できず手法が必要になっているのである． 

日本企業の変化 
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人間中心設計手法をカスタマイズする方法 

本研究の目的は，人間中心設計プロセスにおける各手法を業務用製品開発に適合するよ

うにカスタマイズを行うことである．前述のとおり，対象物が置かれている環境や状況を

把握すれば，日本人は物事をそれらに適応させる高い技術力を持っている．この特性を考

慮すれば，対象となる業務用製品を開発するメーカーを具体的に描くことにより，メーカ

ーが置かれている環境や状況を把握できるようになり，そこへ適合するように人間中心設

計手法をカスタマイズできるとともに，カスタマイズした人間中心設計手法の妥当性を検

証できると考える． 
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補遺 2：戦略プロセスへのシステムペルソナの適用 

はじめに 

第 3 章にて，提案するフレームワークの中核となる業務用製品の対象ユーザーを明確

にするシステムペルソナを構築した．ここではウォーターフォール型の製品ライフサイク

ルの最上流である戦略プロセスにおけるシステムペルソナの適用を検討しておきたい． 

 

 

 

 

戦略プロセスにおけるシステムペルソナの課題 

どの市場にどういった製品を投入していくか，製品戦略は企業にとって非常に重要なプ

ロセスであり，製品の差別化による市場シェアの拡大と製品のプラットフォーム化などに

よる低コスト化が企業の製品戦略の主な目標である[1]．しかしながら，どのようにして

競合他社製品との差別化を図るかは難しい課題である．製品を企画する時点で市場調査を

行い，仮に他社が搭載していない機能，性能や使い勝手などの潜在ニーズを見つけること

ができ，それらを製品に実装したとしても，医療機器を始めとする業務用製品は大型機器

補遺 2のスコープ 
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が多く開発が長期間となることから，発売時期には差別化要素としての価値が薄れてしま

う可能性が高い．また，低コスト化についても，日本の業務用製品メーカーは製品を世界

の多くの国々に販売していることが多く，各国の製品に対する要望の多様化を考えた場合，

製品のどの部分をプラットフォーム化すれば良いかを判断することは容易ではない． 

このようなことから，システムペルソナを作っても，それは作成時点での顧客像を表し

ているに過ぎないため長期間の開発となる業務用製品の戦略立案には利用できない．また，

世界各国のシステムペルソナを作成しても，個々のシステムペルソナに合致した製品を提

供していては低コスト化に反しているため戦略プロセスでシステムペルソナが活用でき

ないという課題がある． 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

時間軸上の課題 

 グローバル化の課題 
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提案手法 1「時系列システムペルソナ」 

前述のとおり，業務用製品は大型機器が多く開発が長期間となることから，発売時期に

対象ユーザーがどのような状況になっているかを知ることが重要である．したがって，第

3 章で述べたシステムペルソナの構築方法に従い，同じ対象ユーザーのシステムペルソナ

を時系列に作成すれば，下図のようにシステムペルソナの変化部と変化量が明確になり，

数年後の発売時の状況が予測できるようになると考えた． 

 

 

 

検証実験 

目的 

当初作成したシステムペルソナと一定期間後に再作成したシステムペルソナを比較す

ることにより対象ユーザーの利用状況の変化を読み取り，その変化の内容から対象ユーザ

ーの将来を予測した仕様検討が可能か否かを検証する． 

 

方法 

第 3 章におけるシステムペルソナの作成から 6 か月後，次表に示す３名の実験協力者

により再度 13 施設のうちの 3 施設を訪問しインタビュー調査と行動観察を実施，その調

査結果を用いてシステムペルソナを再作成した．  

 

 

 

 

時系列システムペルソナ 
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1回目 2回目

作成時期 ― 6ヶ月後

実験協力者 10名 3名

調査施設数 13施設 3施設  

 

結果と考察 

下図は，第 3 章で構築した検体検査機器のシステムペルソナの作成から 6 か月後，３

名の実験協力者により再度 13 施設のうちの 3 施設を訪問し，インタビュー調査と行動観

察を行い作成したシステムペルソナである． 

 

 

 

 

6 か月後に作成したシステムペルソナ 

 インタビュー調査比較 
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両者の各項目を比較し変化があれば，その変化内容が製品仕様に影響を与えるかどうか

を検討した．その結果，製品仕様への影響が考えられる 3 つの変化（6 か月後に作成した

システムペルソナ内の★印）が見つかった． 

1 つ目の変化は，操作者である臨床検査技師の数が減ったことである．病院経営もコス

トダウンが求められており，リストラという積極的な人員削減までは行われていないもの

の，定年などで退職した臨床検査技師の補充が行われないという消極的な人員削減が行わ

れていた．したがって，将来的にさらなる人員削減があったとしても検体検査を滞りなく

処理できるよう．装置の処理速度，操作性やメンテナンスの頻度など効率化のための設計

を行う必要があることが分かった． 

2 つ目の変化は，検体検査機器で測定できる検査項目のうち，特定の検査項目のみオー

ダーが増えていることである．特定の疾患を予防するという国の方針により，その疾患に

関わる検査項目のオーダーが増加していた[2-5]．長期間をかけた国の取り組みであるた

め，今後もオーダーが増えることが見込まれる．したがって，将来的に該当する検査項目

のオーダーがさらに増えたとしても検体検査が滞りなく処理できるよう，該当項目の処理

速度の向上を実現しなければならないことが分かった．こういった業務用製品の場合，業

務の効率化の観点から処理速度を向上して欲しいという要望が営業部門などから上がっ

てくることが多いだろう．しかしながら，すべての測定項目の処理速度を一律向上させる

ことは，納期やコスト面で厳しく設計部門の頭を悩ませることになる．提案する時系列シ

ステムペルソナを用いれば，処理速度を上げるべき項目が明確になることから，効率良く

ユーザーニーズに対応することができるようになった． 

3 つ目の変化は，臨床検査技師の教育の実施ができなくなっていることである．臨床検

査技師の人員が削減されたことに起因し，日常業務をまわすだけで精一杯になっており教

育を行う余裕がなくなっていた．教育が実施されなければ，検査の質が低下してしまう恐

れがある．したがって，装置の処理速度，操作性の向上によるユーザーの負荷を低減はも

ちろんのこと，装置が出力する検査結果のデータについて画面上で説明を表示するなど教

育を支援する機能を実装することが必要になる．  

実験の結果から，時系列にシステムペルソナを作成しその変化から将来を予測すること

により，発売時期のユーザーの利用状況に合った製品仕様を検討できることが分かった．

提案手法を活用すれば，発売時期において差別化要素を持った製品の戦略的な提案が可能

になると考えられる．開発期間が長くなるケースが多い業務用製品開発にとって利用価値
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のある手法が提案できたと考える． 

また，システムペルソナの再作成は，既にシステムペルソナが作成済みであったため，

第 3 章にてシステムペルソナを作成した際に必要となったシステムペルソナの要素抽出

や候補の仮説などの作業は不要となった．ユーザーへのインタビュー調査とその結果の分

析のみで更新が可能であり効率よく作成することができた．システムペルソナは単に対象

製品に対して使用すれば必要が無くなるわけではなく，業務用製品を開発するメーカーに

とって再利用が可能な資産になると考えられる． 

 

提案手法 2「グローバルシステムペルソナ」 

業務用製品を開発する国内企業は，製品を世界の多くの国々に販売していることが多い．

当然，現地法人や海外の販売代理店などさまざまな組織から，海外の要望やクレームが国

内の部門にインプットされる．戦略部門はこれらを整理してグローバルに共通の仕様で良

いものと，国ごとに別の仕様を検討しなければならないものを明確に分けなければならな

い．しかしながら，要求やクレームを個別に処理していたのではその明確化は難しいであ

ろう．そういった課題を解決するため時系列システムペルソナと同じ要領で国ごとにシス

テムペルソナを作成し，それらを比較すれば国ごとに変わる部分，各国共通部分を明確化

できるのではないかと考えた． 

 

検証実験 

目的 

国内で作成したシステムペルソナと中国で作成したシステムペルソナとを比較するこ

とにより，日本と中国のユーザーの利用状況が同じ部分と異なる部分を把握することが可

能か否かを検証する．また，その結果から米国や欧州など各国のシステムペルソナ作成に

よるグローバル共通仕様の導出方法を考察する． 

 

方法 

第 3 章で明確にしたシステムペルソナの構築方法に従い，5 名の実験協力者により中

国・上海市の 11 施設でインタビュー調査と行動観察を実施．その結果を分析し中国にお
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ける対象ユーザーのシステムペルソナを作成，国内で作成したシステムペルソナとの比較

を行った． 

 

結果と考察 

下図は第 3 章と同様の方法で作成した中国における対象ユーザーのシステムペルソナ

である．中国は代理店による販売であるため，代理店の担当者の人物モデルが必要である

ことが分かった．また，中国の病院は社会主義国であるため行政（役人）が人事権を持っ

ていることがわかり，行政のモデルが必要であることが分かった．さらに，検体検査機器

の購入にあたっては，中国は独自の入札制度を持っていることがわかり，その仕組みの記

述が必要となった．また，項目は同じであっても，例えば午前・午後の検査業務について，

国内や欧米では自動化が進み少人数で行われているが，中国では多人数による手作業で処

理されていることが分かった．  

 

中国のシステムペルソナ 
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下図に示すように枠で囲んだ項目が国内と中国のシステムペルソナの間で異なる部分

となった． 

 

 

 

 

中国の事例から分かるように，中国と同様の方法で製品を販売する主要各国のシステム

ペルソナを作成すれば，それらの共通部分と異なる部分が明確になることが想定される．

米国や欧州など各国で作成すれば次図のように表すことができると考える．（米国・欧州

は作成イメージとする） 

中国のシステムペルソナの相違点 
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 灰色背景の項目が各国のシステムペルソナの間で異なる部分となる．各国共通部分は，

ハードウェアやソフトウェアをプラットフォーム化し製作コストを抑えることができる．

一方，各国で異なる部分はモジュール化し個別ニーズに適合した製品を戦略的に企画，設

計することができる．一つの製品仕様で発売したもののある国の市場にてユーザーニーズ

に適合しないことが分かれば，発売後に設計変更を行い対応するか，あるいはそれに対応

する別製品を新たに開発して提供しなければならず，多大なコストが発生してしまう．事

前に各国で異なる部分が分かっていれば，例えば，測定に関わる機構部をモジュール化し，

中国向けの製品であれば手作業での測定がしやすいよう設計されたユニットを組み込ん

で発売し，そのほかの国向けには自動化システムに対応したユニットを組み込んで発売す

るといったように，戦略的に効率よく製品を企画，設計することができると考える． 

 

 

 

 

グローバルシステムペルソナ 
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戦略プロセスにおけるシステムペルソナの適用を検討した結果，システムペルソナを中

核とするフレームワークは下図のとおりとなった． 

 

 

 

 

まとめ 

システムペルソナを複数作成することにより，対象ユーザーの将来像を描いたり，国別

の対象ユーザーの違いを明確にしたりすることが可能となった．その違いはエンドユーザ

ーの身長や性格の違いといった人物の特性によるものではなく，検査項目のオーダー数の

変化や，代理店や行政の影響の違いなどといった施設やそれを取り巻く環境などであった．

コンシューマー製品であれば，エンドユーザーの違いを考慮すれば製品戦略を検討できる

と思われるが，業務用製品の場合はエンドユーザーの違いが明確になったとしても，例え

ば，どのような処理速度の製品を戦略的に投入していくかなどは検討できない．システム

ペルソナを活用すれば，業務用製品を開発するメーカーが戦略を立案する際に必要な情報

を抽出できるため，企業の意思決定を支援することができると考えられる． 

 

 

 

戦略プロセスを含む手法群 
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データ A：インタビューデータ 1 

 

施設名 [   K大学医学部付属病院   ]　　　　　　　　　　　　

インタビュワー[    井上         ]            記録[       大西        ] ヒアリング時間は60分程度です。

 準備物の確認

□ 筆記用具

お客様のお名前など、必要なものはインタビュワーもメモを取ります。

□ ボード

立ったままのヒアリングになることもありますので、メモを取りやすいようボードを用意します。

□ ボイスレコーダー

お客様の了承が得られればヒアリングを録音します。

□ 時計

ヒアリング中のタイムキーピングのため、机に置いておきます。

立ったままのヒアリングになることもありますので、その際はボードに時計を固定するなどし時間が分かるようにしてください。

□ 仮説顧客像

□ 業務フロー

□ 製品ライフサイクル

これらの検証が目的です。事前に良く読んでおき、インタビュー時に抜け漏れが無いようにします。

事前確認事項

事前に確認できるものは、できるだけヒアリング前に情報収集し記載してください。

検査室の経営母体

病院　　／　　ブランチ[                 ]　　／　　その他[ 　     　      　　　　　]

検査室内の凝固検査のセクション

生化学検査　　／　　血液・一般検査　　／　　その他[ 　　　　　　　　　　　　]

お客様のお名前 性別 年齢

[   谷科長     ] [  男性 ] [ 50歳過ぎ ]

[   前田技師  ] [  男性 ] [40歳前程度 ]

お客様の所属する部署

[　血液検査科　　]

勤務部署でのお客様の役割と業務内容 診療科

□購買決定 □内科 □泌尿器科

□検査室の管理業務（人員・コスト） □循環器内科 □皮膚科 

□研究 □消化器内科 □精神科

□検査（補充） □呼吸器内科 □眼科

□検査（鏡検） □神経内科 □耳鼻咽喉科

□検査（精度管理） □糖尿病内科 □麻酔科

□検査（装置操作） □腎臓内科 □産婦人科

□検査（バリデート・報告） □人工透析内科 □リウマチ科

□検査（障害復旧） □外科 □放射線科 

□検体管理（再検など） □整形外科 □リハビリテーション科 

□在庫管理 □形成外科 □歯科

□その他[                  　　　                              ] □心臓血管外科 □緩和ケア科

□脳神経外科 □脳卒中科

□小児科 

お客様が主に担当されている業務 □その他[                  　　　                              ]

□装置操作

□鏡検

□スライド作成

□その他[                  　　　                              ]

組織図が書ける程度に！

中央臨床検査部

検査室の広さ [         x            メートル ] 

搬送システム [ あり ／ なし ]

広さに対する主観

  

 

 

K 大学医学部付属病院インタビューデータ (1/7)
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 導入

『今回のヒアリングの目的は、お客様に満足していただくにはどうすれば良いかを知ることにあります。』

『お客様にヒアリングすることで、わたしどもが知り得なかった問題点を把握することが可能になります。』

『先ず 初にご使用者の環境や業務内容をお伺いし、次に製品を通じて経験された弊社に対する感想をお聞きしてまいります。』

『弊社の問題を抽出することが目的ですので、ありのままをお答え頂ければ結構です』

『時間は60分程度です。　それでは本日はよろしくお願いいたします。』

Q0 お名前の確認。

可能な限り、事前に確認しておくこと。

次から、ヒアリングの開始です。

 ヒアリング
所要 経過

時間 時間

　1. お客様について 10分 0分

お客様自身について 先生のお仕事に関していくつかご質問させていただきます

Q1 先生の勤続年数はどのくらいになりますか？

　　　先生　30年くらい

　　　先生　12年

Q2 先生の現在までのご経験をお聞かせください。

　　　先生　化学　血液　情報システム

　　　先生　化学　血清　血液

Q3 今のお仕事に関わるようになってから、どのくらいになりますでしょうか？

・

・

Q4 仕事の中で絶対に忘れてはいけないこと、間違ってはいけないことはなんですか？

全部　あくまでルーチンなので手順等を覚えておくことは 低限のレベル

・

勤務状況について

Q6 勤務部署の従業員数は何人でしょうか？また、内訳はどうなっていますでしょうか？
全体２５００　検査部　58名　うち血液は10名

Q7 お勤めのお時間と勤務体系（シフトなど）はどのようになっていますでしょうか？

9－17　通常勤務 早出2名（7時・8時）、遅出1名(10時）がある

当直は1名 他の部門の人はしない　以前は輸血部とタイアップしていた

Q8 担当のローテーションはありますか？

当直に週2回

Q9 夜勤はありますか？　どなたが担当されますか？　　専門の方は残っておられますか？

ある。検体数が多い　夜でも頻繁に来る

３次救急をやっているのでしかたがない

Q10 夜勤について、気になる点はございますか？

検体数が多い

・

1-1

1-2

インタビューするほうされるほうともに緊張するものです。

まずは、お互いの緊張をほぐすために、答えやすい質問を行いましょう！

どちらから通勤されているのですか？
など

緊張して先生のお名前を忘れてしまわないよう気をつけてください。

インタビューする人も先生のお名前をメモしておきましょう。

お名前：

谷科長 前田
先生 先生

一般的な勤務体系

日勤 ・・・「 8：30～16：30」
準日勤・・・「16：30～00：00」
深日勤・・・「 0：00～ 8：30」

このまま読み上げるのではなく、自分の言葉
で先生との信頼関係が築けるよう、ご挨拶を
行います。
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所要 経過

時間 時間

　2. 導入・機能の利用状況 15分 10分

装置の印象 さまざまな装置をご使用になられていると思いますが、本日は特に凝固検査についてお伺いします

Q11 ・導入前
現在お使いの装置名は何ですか？
コアプレスタ2000(2台) PT APTT Fib TH　DD
STACIA (1台) ATⅢ　PLG APL FM TAT PIC tPAI-Ⅰ　FDP

装置の選定に関わることはできますか？
関わった

複数の装置を比較されますか？
検討はしていないが、パンフレット上で比較する　チームを作ってその中で選定

現在お使いの装置選定の決め手は何ですか？
項目がすべてカバーできること

装置の購入希望について誰（どの部門）に説明しますか？
お金は用度課と相談

誰（どの部門）が 終的に決定しますか？　どんな観点で決定されるのでしょうか？
機種選定は検査室
購入決定は用度課

希望通りにならなかったことはありますか？　それはどのような理由ですか？
却下されることはある　　別の装置を推奨されることはない　　
金額で却下されることがある

どのような説明をすれば希望が通るでしょうか？
コスト　人件費が浮く　　先生からの要望がある検査項目が測定できる装置　　

Q12 ・導入直後

現在お使いの装置が届いた直後、どのような印象をお持ちになられましたか？
以前の装置より場所をとる
大きい　(ステーシア)

期待以上だったところはありますか？
スピードが速い　思っていたより体感速度が速い

逆に期待はずれだったところはありますか？

見たい画面に行き着けない
ソフトウエアが弱い　　インターフェイス等　　痒いところに手が届かないかんじ
QCを細かく設定したい

新しい装置の導入で何が一番困りますか？
場所 平行運用が出来ない

使い方はどのように覚えましたか？
操作よりどういうタイミングでCALを入れるかなど運用面を考えるのが大変
導入時に検討しているので特に問題ない デモ機でデータを取得する際に覚える

よく使う機能

Q13 ・本装置には色々機能が搭載されていると思いますが、よく使う機能があれば教えて下さい
前回値チェックをする
自動再検機能

気になる点

Q14 ・気になる機能があれば教えて下さい

Q15 ・改善して欲しい点があれば教えて下さい

廃液と給水　　自動で配給排水して欲しい　　１日に４回交換

特に自動給水機能が欲しい

良い点

Q16 ・使いやすいと思う機能があれば教えて下さい

自動立ち上げ機能

Q17 ・さらにこうなったら良いという点があれば教えて下さい

2-1

2-3

2-2

2-4
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所要 経過

時間 時間

　3. ルーチン中 25分 25分

各フローごとの作業について

Q18 ・検査の準備についてお伺いします。

当日の業務量はどのように把握されますか？

曜日

曜日や休み明けで想像する　

病棟では少ない人多い日では倍くらい違う　　月水が多い(病棟）　特定の曜日だけ至急が多いので２倍くらいの体感

検査の前の準備作業はどのようなものがありますか？（掃除、装置立ち上げなど）

コントロールを溶かす⇒試薬の準備⇒QC⇒スタート　　

試薬残量などを確認されますか？　試薬の取扱いはどうされていますか？

前日

消耗品の補充はどうされていますか？

前日

精度管理はどのタイミングで実施されていますか？

朝一

準備で一番大変ことは何ですか？

機械が３台あり、コントロールを使いまわすので１台目が失敗すると後が進まない

Q19 ・測定業務についてお伺いします。

１日どれくらいの検体を測定されますか？　ピーク時の1時間当たりの検体量はどれくらいでしょうか？
MAX４００くらい？(休み明けの月曜日など)　平均で３００弱
朝８時から８時半がピーク　 病棟の８０％の検体が集中する　　平均１００検体　

外来患者さまの検体は誰が採血していますか？　病棟の検体は何時ころ誰が採血したものでしょうか？
外来は技師　病棟は看護師

検体はどのように検査室に運ばれてきますか？　（ある程度まとまって、1本ずつ随時など）
朝のみ技師が各病棟に収集に行く 採血は5時から6時に実施
それ以外は看護士等により随時運ばれる

装置で測定する前に何かされることはございますか？
検体量と凝固の確認

量が少ない検体はありますか？　その場合、どうしておられますか？

あまりない　１日に病棟で２～３件⇒採血しなおし　　

多すぎてもやり直し

血漿検体は蓋付き（リキャップ）でセットしておられますか、蓋なしでセットしておられますか？

オープン系 CPはあったほうがいいが難しい

他の機械がオープン系なので機種間差が出来るので

測定項目の割合はいかがでしょうか？　オーダーはどこで決まりますか？
ATⅢ 10テスト　　DD10テスト 
PT95%　APTT６０～７０％　Fbg80テスト　FDP 80テスト

処理速度は十分でしょうか？　足りていないケースがあれば教えてください。
２台あるので充分間に合っている

測定業務において緊張する作業は何でしょうか？
結果をホストに上げるとき ⇒ 終結果をHIS(電子カルテ）に送信する時(検査部門から臨床側への送信)
結果の確認

装置の操作画面で何をしますか？　何をご覧になりますか？
検体のバーコードの読み取り確認画面の確認

データのチェックはされますか？　その場合、どこでデータを確認されますか
リアルタイムでチェックしている

どのような場合に再検されますか？

前回値との差　病院で設けた再検基準から外れたもの

3-1
エクスペリエンスシートをもとに

1日の業務フローが記載できる程度に質問をします。

メモ係は業務フローを記載してください。
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再検検体の再セットの仕方を教えてください　（採血し直しなど）

同じ検体を使用　　溶血は関係なく　凝固していない限り採血しなおさない　コメントもつけない　生化学はコメントをつける

再検も含めて、どのタイミングで報告されますか？

データがそろった時点　機械ごと　生化学を待つことはない

仮報告というようなものはございますか？

ない

報告時間の目標はございますか？　それは何から何までの時間でしょうか？　（採血から、装置にセットしてからなど）

至急は１時間　　採血後１時間　　(遠心分離１０分含む)

緊急の割り込みは発生しますか？その場合、どのようなフローで処理されますか？　 緊急・至急などの違いはありますか？

８割至急　緊急割り込みはよっぽどのプレッシャーがあった場合のみ　年に数回

ルーチン中、一番困ること・不安なことはなんですか？

メンテナンス中に大量の検体が来た場合(報告が遅れる)　担当交代時の引継ぎ時

装置を使ってミスをしてしまったことはありますか？　どんなミスでしたか？

今はない　以前は色々センサーを切っていたので止まっていたが今は正しく使っているので

Q20 ・トラブル発生時

どのような対処を行ないますか？

２台あるので１台でバックアップできる

マニュアルはどのくらい参照しますか？またそれは主にどういった内容ですか？

ほとんど見ない　エラーの発生時にエラー番号を確認

サポートへの連絡はおこないますか？

する　とりあえず自力でがんばるが出来ない時は相談　故障から１時間以内には相談する

質問の種類は、故障、操作方法、データについてなど、どれが多いですか？

CR-８００）ポンプが止まる　シリンジのシールが止まる

どういったフォローを望まれますか？

エラーにレベル別に表示して欲しい(ユーザーで対処可・電話対応で可・サービスマン実施など）

電話対応で自分で修理が可能かどうかを相手(コールセンター)がすぐに判断してくれること　

エラーの種類(番号)を画面を見たら分るように画面表示して欲しい　電話問い合わせ時にエラー番号をすぐに伝えられるように

Q21 ・メンテナンス

検量線の作成はどのようにされていますか？

ロットが変わるとき　データがおかしい時　定期的な期限は決めていない

試薬切れの対応はどのようにされていますか？

試薬のストックがあればすぐに溶かして対応　院内になければ納入業者に連絡　近隣の病院間で貸し借りすることも

週一回、月一回など決まって行うことはありますか？

メーカー指定のメンテナンス事項　毎週}フィルターの掃除　プローブ内の清掃　　メンテナンス量は多い

Q22 ・後片付け

シャットダウンはどうされていますか？

１台(固定)は当直で使うので通常はシャットダウンしない。週１回シャットダウン　

もう1台は様子を見て夕方２時くらいにシャットダウンする

休日の前には、特別何かされることはありますか？

担当者以外がするので試薬がなくならないように準備しておく

Q23 ・業務報告 
 何か引き継ぎ作業は発生しますか？

特にない　

Q24 どんなときにいらいらしますか？

自動再検しているので再検が多い場合自分の思いどうりに進まない
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所要 経過

時間 時間

　4. 長期利用 5分 50分

長期利用時の評価

Q25 ・長期間の使用に関して

現在の装置を何年使用していますか？

４ヶ月

長い間使ってみて、率直にどのような印象をお持ちですか？

システムごと変えたので楽になった

満足だと感じているところはどこですか？

作業が楽になった

面倒だと感じているところはどこですか？

２台になったので手間も２倍　試薬に有効期限があるので使用量を予測しにくい

長期間使用してみて、気になる点はどこですか？

Q26 ・買い替え

新機種については興味をお持ちになりますか？

情報としては興味ある(２～３年で飽きてくる)

どのように情報を得ていますか？　どのような情報が欲しいですか？

学会　営業からの情報 項目　コスト

次の装置を選べるとしたら、何をポイントに機種を選定しますか？

２種類の機械の集約 バッチで測る機械は嫌

（コアプレスタ　ステーシア）

どのようなサービスがあればシスメックス製品を選びますか？

リモート的なものが整備されればポイントが高い

リモート監視　リモートメンテナンス 所要 経過

時間 時間

　5. クロージング 5分 55分

全体を通じて～受容度の確認

Q27 ・これでヒアリングは終了です。ヒアリングの感想はいかがですか？

Q28 ・率直に言ってシスメックスの満足度は？100点満点では？

[　　　　　　点] 昔に比べれば５０点以下　機械は良くなっているがユーザーの意識からは離れていっている　

・営業については？

・サービスマンについては？

・MRについては？

・装置については？

クロージング ヒアリングを一旦終了させ、雑談の中から本音を伺います

率直なご回答をいただきまして、ありがとうございました。

今回のヒアリングを活かして、お客様に満足していただけるサービス・製品づくりを心がけて参ります。

Q29 ・（たとえば70点の場合）　ところで、70点もつけていただいた理由はなんでしょうか？

Q30 ・残りの30点は何が原因でしょうか？

面白みが無い 例）ステーシアはいろんな方法で測れる

高は求めていない

枯れてる技術ばかりで興味がわかない

拡張性がある機械ガ良い　あくまで今出来ることは同様に出来た上で＋αの機能＝面白み

機種間差をそろえるのが一番しんどい　ノウハウを教えてくれない　台数が増えるほどより増える

同じ検体を方法を変えて測りたい

新しいテクノロジーを搭載して、使ってみたいと思う機械が良い

・それ以外にも、近い将来、問題になりそうなことがあれば教えてください。

5-1

5-2

4-1
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Q31 ・その他要望などございますか？

試薬のバーコード管理が完全に出来る　どこにおいてもいい

検体依存で図るのはFbg　希釈すれば図れるので

STAのような機能　　なくてもいい

標準法を作って欲しい

小児用モードとかあればいい

昔はいじれたが今は自動になったので出来なくなった

液状試薬 標準血漿 安定化

標準化⇒メーカーの役割

メーカー間での協力が必要

どこかが主導権を握って進めていかなければいけない

ほとんどの人は自動でやってくれるほうがいい

基本は自動でいじりたい人だけいじれればよい 一部コアな人がいる

マニュアルどうりの人の方が多い

掛け持ちの人が多い

・今後の先生の目標があれば教えてください。

Q32 ・大変なお仕事だと、改めて実感いたしました。

お休みの時は何をされてますか？

本日はお忙しい中、ありがとうございました。
計6 0 分

後の雑談で、お客様の嗜好をお伺いします。

お客様がどのようなイメージを好まれるかがわかるとよいでしょう。

高級感、清潔感、重厚感などなど
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データ B：インタビューデータ 2 

 

施設名 [   K病院   ]　　　　　　　　　　　　

インタビュワー[  向出                            ]            記録[   水本                           ] ヒアリング時間は60分程度です。

 準備物の確認

□ 筆記用具

お客様のお名前など、必要なものはインタビュワーもメモを取ります。

□ ボード

立ったままのヒアリングになることもありますので、メモを取りやすいようボードを用意します。

□ ボイスレコーダー

お客様の了承が得られればヒアリングを録音します。

□ 時計

ヒアリング中のタイムキーピングのため、机に置いておきます。

立ったままのヒアリングになることもありますので、その際はボードに時計を固定するなどし時間が分かるようにしてください。

□ 仮説顧客像

□ 業務フロー

□ 製品ライフサイクル

これらの検証が目的です。事前に良く読んでおき、インタビュー時に抜け漏れが無いようにします。

事前確認事項

事前に確認できるものは、できるだけヒアリング前に情報収集し記載してくださ各課に課長１、係長１～２

検査室の経営母体

[ 病院母体                               ]

検査室内の凝固検査のセクション

生化学検査　　／　　血液・一般検査　　／　　その他[ 　　　　　　　　　　　　　　]

お客様のお名前 性別 年齢

[    柏野技師         ] [    女性     ] [   50代             ]

お客様の所属する部署

[　　　検査部　　]　　　[　　　　　　　　　　　　　　　　室]

勤務部署でのお客様の役割と業務内容 診療科

■購買決定 ■内科 ■泌尿器科

■検査室の管理業務（人員・コスト） □循環器内科 ■皮膚科 

□研究 □消化器内科 □精神科

■検査（補充） □呼吸器内科 □眼科

■検査（鏡検） □神経内科 ■耳鼻咽喉科

■検査（精度管理） □糖尿病内科 ■麻酔科

■検査（装置操作） □腎臓内科 ■産婦人科

■検査（バリデート・報告） □人工透析内科 □リウマチ科

■検査（障害復旧） ■外科 ■放射線科 

■検体管理（再検など） □整形外科 ■リハビリテーション科 

□在庫管理 ■形成外科 ■歯科

□その他[                  　　　                              ] □心臓血管外科 □緩和ケア科

□脳神経外科 □脳卒中科

□小児科 

お客様が主に担当されている業務 □その他[                  　　　                              ]

□装置操作

□鏡検

□スライド作成

■その他[   すべての業務               　　　                              ]

組織図が書ける程度に！

検査室の広さ [         x            メートル ] 

搬送システム [ あり ／ なし ]

広さに対する主観
「

」
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 導入 ^

『今回のヒアリングの目的は、お客様に満足していただくにはどうすれば良いかを知ることにあります。』

『お客様にヒアリングすることで、わたしどもが知り得なかった問題点を把握することが可能になります。』

『先ず 初にご使用者の環境や業務内容をお伺いし、次に製品を通じて経験された弊社に対する感想をお聞きしてまいります。』

『弊社の問題を抽出することが目的ですので、ありのままをお答え頂ければ結構です』

『時間は60分程度です。　それでは本日はよろしくお願いいたします。』

Q0 お名前の確認。

可能な限り、事前に確認しておくこと。

次から、ヒアリングの開始です。

 ヒアリング
所要 経過

時間 時間

　1. お客様について 5分 0分

お客様自身について 先生のお仕事に関していくつかご質問させていただきます

Q1 先生の勤続年数はどのくらいになりますか？

33年

Q2 先生の専門分野は何でしょうか？

特に無い（全般）

Q3 今のお仕事に関わるようになってから、どのくらいになりますでしょうか？

卒業してからずっと

Q4 仕事の中で絶対に忘れてはいけないこと、間違ってはいけないことはなんですか？

検体の取り違え

Q5 どんなときにいらいらしますか？

故障、患者様の苦情

山元がきたとき

勤務状況について

Q6 勤務部署の従業員数は何人でしょうか？また、内訳はどうなっていますでしょうか？
中央検査部　25人　うちパート4名
パートは特に交替はしない、4人のうち2人はかなり長い

Q7 お勤めのお時間と勤務体系（シフトなど）はどのようになっていますでしょうか？

8:30-17:00 17:00-8:30

早出7:30-8:30 当直一人では朝の病棟の検体がまかなえないため

採血は技師がやっている 人の入れ替わりがあったので採血しながら、まわりの面倒をみるのは大変であった

Q8 担当のローテーションはありますか？

血液・一般・採血を1ヶ月ごとにまわしている 凝固は血液に含まれ合計で3名

輸血検査・生化学・免疫は別のグループ。細菌2名、臨床生理（エコー、CT）、部門間のローテーションはできていない。

Q9 夜勤はありますか？　どなたが担当されますか？　　専門の方は残っておられますか？

ひとりだけ(6月から）　いままでは2名。理事長命令。手当ての削減。当直明けに二人欠員がでる。みんなが有給が取れる職場に。

Q10 夜勤について、気になる点はございますか？

1年ごとに新人が一人ずつ入ってくる。

川大で研修して、川崎大病院に配属されたときが心配。機械も異なるので。

1-1

1-2

インタビューするほうされるほうともに緊張するものです。

まずは、お互いの緊張をほぐすために、答えやすい質問を行いましょう！

どちらから通勤されているのですか？
など

緊張して先生のお名前を忘れてしまわないよう気をつけてください。

インタビューする人も先生のお名前をメモしておきましょう。

お名前： かしの

柏野 先生

一般的な勤務体系

日勤 ・・・「 8：30～16：30」
準日勤・・・「16：30～00：00」
深日勤・・・「 0：00～ 8：30」
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所要 経過

時間 時間

　2. 導入・機能の利用状況 20分 5分

装置の印象 ご使用になられてる装置に関してご質問させて頂きます

Q11 ・導入前

シスメックスの装置に対してどのような印象をお持ちですか？

新しい装置が届く前に、装置の仕様などの情報は得られていますか？

どのように情報を得ていますか？ 欲しい情報が得られていますか？

現在お使いの装置名は何ですか？

CS-2100

装置の選定に関わることはできますか？

できる

複数の装置を比較されますか？

第一希望、第二希望、第三希望（ 低2機種）を事務方に提出する。そこでは値段は関係ない。

現在お使いの装置選定の決め手は何ですか？

現場の意見を聞いてくれるのだが、安いほうを選べといわれる。

使いやすさで他のメーカーと比較する、原理よりは使いやすさ

学会展示場で、デモ機の画面で使いやすさを判断する

データ取りは入れてから。

装置の購入希望について誰（どの部門）に説明しますか？

事務方。

誰（どの部門）が 終的に決定しますか？　どんな観点で決定されるのでしょうか？

事務方で、本体価格、ランニングコストを出し比較する。

希望通りにならなかったことはありますか？　それはどのような理由ですか？

システムも生化学ももめにもめて金額で落とされた。

どのような説明をすれば希望が通るでしょうか？

Q12 ・導入直後

現在お使いの装置が届いた直後、どのような印象をお持ちになられましたか？

試薬がバーコード管理、精度管理画面も見やすい。保冷も良くなった。CA-7000よりの入れ替え。

期待以上だったところはありますか？

トータルで見て使いやすくなった。試薬も2ボトル入るし。

試薬残量の表示も便利。

逆に期待はずれだったところはありますか？

キャップピアサで、採血管（セキスイ）のかすがでる。かすをとるフィルターを付けた。

ATⅢの安定性が悪い。

いままで（2010年1月導入）で3回サービスマンを呼ぶようなトラブルがあった。

新しい装置の導入で何が一番困りますか？

使い方はどのように覚えましたか？
メーカーの人に教えてもらった。
取説は 初に見るようにしている、昔は熟読していたが、いまはちゃんと読む時間はない。

人に使い方を教えることはありますか？

2-1
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各機能の使用状況について

Q13 ・本装置には色々機能が搭載されていると思いますが、その中でよく使う機能、重要な機能は何ですか？

立ち上げ 精度管理 結果出力 メンテナンス

測定登録 測定 シャットダウン 設定

検量線の作成 結果確認 試薬交換 その他

微量検体は自分で微量モードでオーダーをかける

エラーがでたときはブラウザー画面で波形を確認する

昼にPCリフレッシュさせるために再起動を実施する。その際にピペット洗浄もしている。

精度管理は朝1回のみ

気になる点

Q14 ・気になる機能があれば教えて下さい

立ち上げ 精度管理 結果出力 メンテナンス

測定登録 測定 シャットダウン 設定

検量線の作成 結果確認 試薬交換 その他

試薬のバーコードを読んでくれない。試薬が少し浮いていると読めない、カチっともいわないしわからない。

20mlのボトルが５つしか入らないので、予備を入れたい。

Q15 ・改善して欲しい点があれば教えて下さい

キュベットが何回もつまる

良い点

Q16 ・使いやすいと思う機能があれば教えて下さい

立ち上げ 精度管理 結果出力 メンテナンス

測定登録 測定 シャットダウン 設定

検量線の作成 結果確認 試薬交換 その他

Q17 ・さらにこうなったら良いという点があれば教えて下さい

特になし

所要 経過

時間 時間

　3. ルーチン中 20分 25分

各フローごとの作業について

Q18 ・検査の準備についてお伺いします。

当日の業務量はどのように把握されますか？

特になし 休み明けは検体が多いが。

装置の立ち上げはどうされていますか？

当直者が立ち上げるものと、早出のものが立ち上げるものとの区別している

生化学はタイマーで立ち上がっている。CBCはいろいろ順番に立ち上げないといけないので面倒。順番が無ければまだまし。

試薬残量などを確認されますか？　試薬の取扱いはどうされていますか？

試薬画面で残テスト数を確認している。

消耗品の補充はどうされていますか？

使ったら発注する。

キュベットなどは前の日の帰る前に補充しておく。

精度管理はどのタイミングで実施されていますか？

朝に1回している。あとはトラブルがあったとき。

準備に関して新人へ指示することはありますか？　（検査センターの臨床検査技師様へはバイトへの指示の仕方）

逆に誰かから指示されることはありますか？

検体のセットの仕方　（検査センターの臨床検査技師様へはバイトへの指示の仕方）

血漿検体は蓋付き（リキャップ）でセットしておられますか、蓋なしでセットしておられますか？

キャップを開ける手間と感染を防ぎたい。

量が少ない検体はありますか？　その場合、どうしておられますか？

キャップをあけてサンプルカップに移して測定する。

１：８、１：９は許すがそれ以上は再度とってもらう。目視している。

2-3

2-4

3-1

2-2

1日の業務フローが記載できる程度に質問をします。
メモ係は業務フローを記載してください。
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Q19 ・測定業務についてお伺いします。

１日どれくらいの検体を測定されますか？　ピークはいつですか？

５０－８０

9-10時がピーク

測定項目の割合はいかがでしょうか？　オーダーはどこで決まりますか？

PTが1200／月　APTT２００　FBG２００　D-D５０　

緊急の割り込みは発生しますか？その場合、どのようなフローで処理されますか？　 緊急・至急などの違いはありますか？

ラックの一番手前に置けば充分

処理速度は十分でしょうか？　足りていないケースがあれば教えてください。

CA-7000と比べて遅いという印象は無い。

再検しても間に合う。

30分で結果を返すことになっている。

測定業務において重要度が高い作業（緊急度が高い作業）は何でしょうか？

装置の操作画面で何をしますか？　何をご覧になりますか？

進捗とデータがでているかどうかを見ている。

当直者はA&Tの画面をみている。 測定にいっているようにみせかけてデータがでていないとき困る。

試薬残量とQC画面 メンテナンスは1日1回みている。

データのチェックはされますか？　その場合、どこでデータを確認されますか（再検判定）

凝固曲線を見て確認する。

おかしいと思ったら取り直しをする。

再検検体の再セットの仕方を教えてください　（検査センターの臨床検査技師様へはバイトへの指示の仕方）

初検で自動再希釈設定をしているので、再セットは特にしていない。

測定結果について、満足だと感じているところはどこですか？

測定結果について、気になる点はございますか？

試薬の性能について、気になる点はございますか？

結果を説明することはありますか？　その場合、どなたへ報告されますか？

ルーチン中、一番困ること・不安なことはなんですか？

1000時間以上使っているので、ランプが突如切れないか？

装置を使ってミスをしてしまったことはありますか？　どんなミスでしたか？

APTTの試薬が両方とも塩化カルシウムが入っていた、APTT試薬のままになっていた。

ルーチン中に休憩はありますか？　休憩前には何をされますか？

Q20 ・トラブル発生時

どのような対処を行ないますか？

朝壊れてたら岡山営業所、夜中壊れたらあきらめる

マニュアルはどのくらい参照しますか？またそれは主にどういった内容ですか？

トラブルが減ったが、トラブルがあったときには手におえないことが多い、取説を見ても解決できないことが多い。

サポートへの連絡はおこないますか？

質問の種類は、故障、操作方法、データについてなど、どれが多いですか？

故障で測れないとき。凝固の表示値。

どういったフォローを望まれますか？

特に無い。

私たちも写メールが送れたら便利では？
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Q21 ・メンテナンス

検量線の作成はどのようにされていますか？

前もって引いておく。

土曜日の午前中は診療しているので、そのあとに月曜日まで持つような状況にしておく。

試薬切れの対応はどのようにされていますか？

週一回、月一回など決まって行うことはありますか？

毎日昼にピペット洗浄。

かすの掃除（月1回）

Q22 ・後片付け

シャットダウンはどうされていますか？

ピペット洗浄のとき。

ラックの置き場所はどうしていますか？

試薬の空箱や検体のチューブ・スライドの廃棄はどうされていますか？

休日の前には、特別何かされることはありますか？

Q23 ・業務報告 
 何か引き継ぎ作業は発生しますか？

口頭でしている。土日の試薬が足らなくなる、その場合はこの冷蔵庫のこれを使ってなど。

新人から何か報告を受けますか？　　（検査センターの臨床検査技師へはバイトからの報告）

逆に上司に報告することはありますか？

Q24 一日の中で絶対に忘れてはいけないこと、間違ってはいけないことはなんですか？

どんなときにいらいらしますか？

所要 経過

時間 時間

　4. 長期利用 5分 45分

長期利用時の評価

Q25 ・長期間の使用に関して

現在の装置を何年使用していますか？

1年半

長い間使ってみて、率直にどのような印象をお持ちですか？

使いやすい

CA-7000よりは。試薬のマネジメント。

パソコンがついているのは見やすい。

満足だと感じているところはどこですか？

面倒だと感じているところはどこですか？

長期間使用してみて、気になる点はどこですか？

Q26 ・買い替え

新機種については興味をお持ちになりますか？

どのように情報を得ていますか？　どのような情報が欲しいですか？

学会展示で見る。川大と川崎病院は同じ装置をいれることになっている。

次の装置を選べるとしたら、何をポイントに機種を選定しますか？

展示会で画面を見て使いやすそうだと思って検討する。

どのようなサービスがあればシスメックス製品を選びますか？

4-1
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所要 経過

時間 時間

　5. クロージング 10分 50分

全体を通じて～受容度の確認

Q27 ・これでヒアリングは終了です。ヒアリングの感想はいかがですか？

Q28 ・率直に言ってシスメックスの満足度は？100点満点では？

[　　　　　　点]

・営業については？

・サービスマンについては？

・MRについては？

・装置については？

100点にしておきます。

就職してCC-710だった、まわりはみんなコールターでなんで東亞医用電子といわれたが、シスメックスのひとに良くしてもらったので。

QCについてもシスメックスより習った

Q29 ・現在、満足だと感じているところはどこですか

Q30 ・現在、気になる点はございますか？

測定原理でひっかかるところがある（光学的な検出法のほうが物理的よりエラー頻度が多い みたいな？）

Q31 ・その他要望などございますか？

クロージング

Q32 ・大変なお仕事だと、改めて実感いたしました。

お休みの時は何をされてますか？

本日はお忙しい中、ありがとうございました。

貴重な情報をたくさん頂戴することができました。

今回のヒアリングを活かして、お客様に満足していただけるサービス・製品づくりを心がけて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

計6 0 分

5-1

5-2 後の雑談で、お客様の嗜好をお伺いします。

お客様がどのようなイメージを好まれるかがわかるとよいでしょう。

高級感、清潔感、重厚感などなど
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データ C：取扱説明書用構造化ヒューリスティック評

価法チェックリスト 

取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (1/6) 

大分類 中分類 項目

１．材質

①紙質は適切か。
　-インクの裏うつりがなく、インクの乗りがよい紙を使用しているか。
　-光が反射して記載されている情報が読みにくくなるような紙を使用していないか。
　-感触のよい紙を使用しているか。ページがめくりやすく、触れたとき手にやさしい感じがする紙を使用しているか。
　-汚れにくい紙を使用しているか。手垢などがつきにくい紙を使用しているか。
　-耐久性がある紙を使用しているか。やぶれにくく、折れ曲がりにくい紙を使用しているか。
　-ユーザが書き込みやすい紙を使用しているか。

①大きさは適切か。
　-手に持ったとき扱いやすい大きさか。
　-文字の大きさ、イラストなどの大きさに対して、バランスの取れたサイズになっているか。
　-サイズが小さいため、文字やイラストなどが見にくくなっていないか。
　-パソコンなどのマニュアルの場合、キーボードやディスプレイを見ながら操作できるよう、使用環境も考慮に入れたサイズになっているか。
　-ユーザが一緒に保存すると思われる他のマニュアル類と極端に判型が異なっていないか。

②厚さは適切か。
　-手になじみやすい厚さか。手に取ったり、ページをめくったりしたときの落ち着きはよいか。

３．開きやすさ

①綴じ方は適切か。
　-開きやすい綴じ方になっているか。開いたままの状態で安定する綴じ方になっているか。
　-説明部分が見えなくなるような綴じ方になっていないか。
   左右見開きのページでの説明が中央のノド（本を開いた時の綴じ込み部分）にかかるような綴じ方になっていないか。
　-耐久性のある綴じ方になっているか。何度開いても、はずれてバラバラになるようなことはないか。

①携帯型の取扱説明書の場合、重すぎないか。

②携帯型の取扱説明書の場合、大きすぎないか。

③携帯型の取扱説明書の場合、分厚くて携帯に不便ではないか。

④携帯型の取扱い説明書の場合、鞄やハンドバッグに収納しやすいか。

５．収納性

①保存や収納、選択に便利な体裁になっているか。
　-使わないとき、所定の場所に収納しやすく、また取り出しやすいか。
　-保存や収納する場所を配慮した体裁になっているか。立てて保存するようなときすぐに倒れてしまうような体裁になっていないか。
　-保存や収納を意識した工夫があるか。分冊化した取扱説明書を収納する箱や複数の取扱説明書をひとつにまとめることができるよう、リング用の穴などがあいているか。
　-背表紙から取扱説明書が識別できるような工夫はあるか。背表紙に取扱説明書のタイトルは記載されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化され、複数の取扱説明書が存在する場合は、必要な取扱説明書がすぐに見つけられるような配慮はあるか。

①取扱説明書の利用によって不自然な姿勢を長時間続けることはないか。

②目、手、指などが疲労するようなことはないか。

①表記スペースは必要な情報を表示するに十分な広さを持っているか。
　-表記は見つけやすい場所になされているか。
　-表記内容が変化した時に、ユーザは容易にそれに気がつくことができるか。

②文字は小さすぎないか。
　-読みやすい書体を使っているか。
　-文字と背景は適切なコントラストを持っているか。
　-文字はあまり高密度に表示されてはいないか。

③情報は見やすく配置されているか。
　-取扱説明書を構成する各要素は適切に配置され、全体的に見やすくなっているか。
　-見出し、柱、ノンブルの大きさや配置は適切か。
　-図や表などの配置は適切か。それぞれの見出しやキャプションの付け方は適切か。
  -ホワイトスペースの確保の仕方は適切か。
　-ゲシュタルト心理学の原理が効果的に使われているか。
　　類同の要因・・類似の情報を同じ表現でまとめてあるか。
　　近接の要因・・類似の情報を近くに並べ、他のものから遠ざけてあるか。
　　閉合の要因・・類似の情報を閉じた矩形などで囲んであるか。

④タイトルは識別しやすいか
　-タイトルは識別しやすいか。識別しやすいように文字の書体や大きさなどに工夫があるか。
　-タイトルが本文の中に埋もれていないか。識別しやすいようにホワイトスペースが確保されているか。
　-タイトルと説明文の位置関係は適切か。

⑤重要な情報や項目が強調されているか
　-文字の書体や大きさで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-枠線、罫線、アンダーラインなどで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-色、網、模様、ホワイトスペースなどで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-記号、ピストグラム（絵文字）などで重要な情報や項目が識別できるようになっているか。
　-重要な項目を識別しやすいようにするため、いろいろな手段を濫用しすぎていないか。
　-重要な情報が他の情報の中に埋もれていないか。
　-目立たせるべき表記に高いコントラストを使っているか。
　-目立たせるべき表記を大きくしているか。

⑥基本的には左から右、あるいは上から下に読み進めるように表記されているか。

認知性

閲覧性

２．サイズ

４．携帯性

６．疲労軽減

１．視認性
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取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (２/6) 

大分類 中分類 項目

①ユーザが取扱説明書の構成イメージを容易に理解できるようになっているか。
　-複雑な取扱説明書であっても、適切なメタファを与えて容易な理解を促進しているか。

②数値の表現はわかりやすいか。
　-日常的に理解可能な単位を使っているか。
　-表などで複数の数値表示の小数点位置は縦方向にそろっているか。

③体系化されているか。
　-情報の分類、整理のしかたは適切か。密接に関連する情報が分断されたりしていないか。
　-分冊化あるいはシリーズ化されている場合、取扱説明書の全体構造は明確になっているか。
　各取扱説明書の関連性は明確になっているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化されている場合、読む順番、読み進むための条件などが明確になっているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化されている場合、関連する取扱説明書を同時に読まなければならないようなことがないか。

④用語はわかりやすくなっているか。
　-専門用語やわかりにくい用語が多用、濫用されていないか。
　-専門用語やわかりにくい用語はきちんと定義されているか。用語の意味は正しく解説されているか。
　-専門用語やわかりにくい用語の定義や解説が本文の流れを阻害していないか。囲み記事、欄外記事などで解説するよう工夫されているか。
　-用語の定義や解説の中に、別の専門用語やわかりにくい用語が含まれていないか。
　-特定の企業内でしか通用しないような造語（社内用語）、ユーザにとって意味のないコード番号、開発用の識別符号などが使用されていないか。
　-アクロニムを使用している場合、フルスペルは示されているか。その意味は正しく説明されているか。

⑤文章以外の要素が見やすくなっているか。
　-文字以外の要素は効果的に使われているか。各要素の示し方は適切か。大きすぎたり、小さすぎたりしていないか。
　-文字以外の要素は適切に配置されているか。説明の流れの中に矛盾なくおさまっているか。
　-文字以外の要素は文章で表現されている内容を的確に補完しているか。煩雑すぎて理解の妨げになっていないか。
　-写真やイラストはユーザーの視点から示されているか。実際の製品イメージと違っていないか。
　-説明と関連する部分を強調したり、わかりやすいように省略するなどイラストに工夫はあるか。
　-表組が濫用されていないか。無意味に使われていないか。
　-表組は適切に使用されているか。複数の情報の関連は明確になっているか。
　-文章以外の要素が本文の内容を補完する形になっているか。ユーザーが内容を理解するための助けとなっているか。
　-文章で表現している内容とそれ以外の要素で表現している情報に不統一や不一致はないか。混乱や疑問は生じないか。
　-文章で表現するよりそれ以外の要素で表現したほうがよい内容の情報はないか。あるいはその逆はないか。

⑥ピクトグラム（絵文字）は効果的に使われているか。
　-ピストグラムは内容を的確にシンボル化しているか。目的とするイメージを喚起することができるか。
　-ピストグラムは多くの人に同一のイメージを連想させることに成功しているか。
　-ピストグラムが濫用されていないか。

⑦あいまいな表現がないか。
　-文章の修飾関係が明確になっているか。
　-修飾語と非修飾語の位置関係や句読点の使い方は適切か。
　-「これ」、「それ」など指示代名詞の使い方は適切か。濫用されていないか。
　-数値を示し「以上」、「以下」などのことばで範囲を指定するような場合、記載されている数値を含むのかどうかが明確になっているか。

⑧手順の提示はマジカルナンバー（７±２）の範囲内におさまっているか。
　-越える場合には適切なチャンキングがなされているか。

⑨ユーザの記憶の負担を考慮して、再生型でなく再認型になっているか。

①デザインに一貫性はあるか、フォーマットに統一感はあるか。
　-デザインに一貫性はあるか。読みやすく見やすいデザインになっているか。
　-基本フォーマットに統一感はあるか。目次、章扉、本文、索引など、各紙面のフォーマットに混乱はないか。
　-基本となるフォーマットにしたがってレイアウトされているか。
　-文字の書体や大きさ、文字間および文章の行間は適切か。
　-罫線や網の使い方は適切か。色の使い方は適切か。
　-ホワイトスペース（余白）の使い方は適切か。
　-視覚的、デザイン的な処理が煩雑になっていないか。罫線、網、色などが多用されすぎていないか。
　-記号やアイコン（機能や作業を象徴的に表す絵文字）の使い方は適切か。
　-章、節、項のタイトルに一貫性はあるか。各タイトルはわかりやすく配置されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化した複数の場合、表紙や背表紙のデザインに統一感はあるか。
　-例外処理がある場合は、デザイン的に意図した効果を発揮していること。

②記号（引用符など）の使い方に一貫性があるか。
　-引用符なと、記号の統一基準はあるか。記号は統一基準に基づいて使用されているか。
　-必要以上に記号が濫用されていないか。

③製品各部の名称や機能名は統一されているか。
　-同一の機能、部品を指すのに複数の異なる用語が使われていないか。

認知性

２．平易さ

３．一貫性
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取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (3/6) 

大分類 中分類 項目

①取扱説明書の目的や役割は明確になっているか。
　-取扱説明書の目的や役割は明確になっているか。取扱説明書のタイトルやサブタイトルから目的や役割がイメージできるように工夫されているか。
　-取扱説明書を読むタイミングは示されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化されている場合、各取扱説明書ごとに対象ユーザ、利用目的や役割、読むタイミングなどが明確になっているか。

②取扱説明書全体の使い方が冒頭で説明されているか。
　-取扱説明書の冒頭で、いつ、誰が、どこを、どのように読むのが適切か示されているか。
　-取扱説明書の冒頭で、対象ユーザ、表記上の約束事、検索の方法などが示されているか。
　-取扱説明書の冒頭で、読む手順が明確に示されているか。ユーザの熟練度に応じた読み方が示されているか。
　-取扱説明書の目的が複数ある場合、目的ごとに読み分けできるようになっているか。

③製品コンセプトが明確に伝わるか。
　-製品の特長、機能や性能は、具体的にイメージできるように示されているか。
　-製品を有効に使うためのヒントが具体的に示されているか。

④製品の状態が取扱説明書でも確認できるか。
　-操作途中の機器の状態、操作の結果が確認できるようになっているか。ランプや画面表示の変化などが段階的に確認できるようになっているか。
　-トラブルを未然に防ぐように工夫されているか。使用前、使用中の注意事項や確認すべき事項が明確になっているか。

⑤操作の前提となる条件が正しく説明されているか。
　-製品が正しく作動するための環境条件や設置上の制限事項が説明されているか。
　-ユーザが絶対にやってはいけないこと、必ず守らなければいけないことは操作説明の前で正しく説明されているか。
　-操作説明をスムーズに読み進むために知っておくべき用語の定義や意味は操作説明の前で解説されているか。

⑥説明手順通り誤りなく操作できるか。
　-ユーザが行うべきことが明確になっているか。操作の結果、製品が作動する部分とユーザが行うべきことが明確になっているか。操作の結果、製品が作動する部分とユー
ザが行わなければならない動作とがあいまいに表現されていないか。

⑦操作とその結果が正しく示されているか。
　-操作前の製品の状態は明確になっているか。
　-ユーザがどのように操作すればよいか明確になっているか。
　-操作した後の製品の状態が明確になっているか。

２．効率性
①目的達成までにめくらなければならないページ数が少なくなるよう構成されているか。
　-目的ページにたどり着くまでの所要時間が短くなるような構成になっているか。

①説明の文章の主語はユーザになっているか。

②情報の整理の仕方はユーザから見て妥当か。製品側から見た整理の仕方になっていないか。

③取扱説明書が故意に情報を隠している、というような印象をユーザに与えないか。

①取扱説明書を利用する環境や服装とマッチしたデザインになっているか。
　-取扱説明書にはある程度の品格が演出されているか。

②色を多用しすぎたために、品のない煩雑なデザインになっていないか。
　-色数は４色、多くても８色に押さえてあるか（ただしグラデーションは除く）。
　-モノクロのページで見たときにもバランスのとれた色使いになっているか。
　-ユーザの属する文化圏で不愉快な感情を引き起こさないような色をつかっているか。

③内容に適合したレイアウトになっているか。
　-説明を補足するための文章、図、表などが目立ちすぎていないか。
　-情報が整理され、効果的に配置されているか。見た目の美しさだけを重視したデザインやレイアウトになっていないか。
　-章扉に章の概要がわかるような工夫があるか。章扉、タイトル、柱などが視覚的（デザイン的）に工夫されているか。

④取扱説明書全体から受ける印象は良いか。
　-表紙デザインは洗練されているか。
　-各ページのデザインやレイアウトは全体としてゆったりした感じでセンスよくまとめられているか。情報が詰め込まれているといった印象を与えていないか。
　-イラストや写真は洗練されているか。イラストは目に優しいタッチで描かれているか。
　-取扱説明書の全体の色使いはやさしいか。上品な印象を与える色が使われているか。

快適性

１．明確性

３．主体性

４．美しさ
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取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (4/6) 

 
大分類 中分類 項目

①項目、用語の定義や解説の検索は容易か。
　-機能名称から検索できるか。
　-症状から検索できるか。
　-やりたいことから検索できるか。
　-専門用語やわかりにくい用語を定義したり解説したりしている箇所は、他のところからでも検索しやすいか。
　-頻繁に使用される用語は、用語集などの形でまとめて説明されているか。
　-用語集などに索引機能を付加するなど、検索性を向上させるための工夫があるか。

②情報は整理されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化した複数の取扱説明書間で、情報が体系的に整理され階層的にまとめられているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化した複数の取扱説明書間で、情報の探し方に一貫性があるか。索引の作り方やリーディングタブ（ツメ）の付け方に一貫性があるか。
　-分冊化あるいはシリーズ化した複数の取扱説明書間で、紙面のデザインやレイアウトに一貫性があるか。表紙のデザインなどにも一貫性があるか。
　-情報のグループ化は妥当か。情報のとりまとめが大きすぎたり、小さすぎたりしていないか。
　-情報は階層的に整理されているか。章、節、項のレベルで統一されているか。情報検索が容易になるように整理されているか。

③目次は適切か。
　-目次には取扱説明書の全内容が的確に盛り込まれているか。取扱説明書の全体像がイメージできるか。
　-目次は整理されているか。章、節、項などのレベルが明確にわかるようになっているか。
　-目次があまりに深く（たとえば4段以上）構成されていることはないか。
　-目次に記載されているタイトルからユーザの作業などがイメージできるようになっているか。
　-目次が繁雑になっていないか。あまりにも多くの内容を盛り込みすぎていないか。
　-目次の項目数が多いときには、種類ごとにスペースを開けたり区切りをいれてあるか。
　-検索性を高めるために、ページ順の目次だけでなく、目的別目次など複数の目次が用意されているか。
　-目次のページに誤りはないか。
　-目次に記載されている項目あるいは用語はすべて正しく検索できるか。

④索引は適切か。
　-基本的な用語、重要な用語が索引に網羅されているか。キーワードとなる用語が的確に選択されているか。
　-索引内での用語の分類は適切か。同じ意味の用語を別の言葉で検索できるようになっているか。
　-参照先は的確に示されているか。無意味な箇所が参照先として示されていないか。
　-五十音順の索引だけでなく、機能別、目的別の索引なども用意されているか。
　-必要に応じて図や表の索引が用意されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化され、複数の取扱説明書がある場合、取扱説明書間での検索ができるようになっているか。
　-索引のページ、本文中の参照ページに誤りはないか。
　-索引に記載されている項目あるいは用語はすべて正しく検索できるか。

⑤トラブルへの対処方法は検索しやすいか。
　-基本的な注意事項、全体に関わる注意事項はまとめて示されているか。
　-注意事項、制限事項は適切な場所で示されているか。操作に関わる注意事項は操作説明と関連づけて記載されているか。
　-Q&A形式のトラブルシューティングのような、初心者向けのトラブル対処策が示されているか。
　-エラーメッセージの種類とその対処方法などが、一覧できるようになっているか。

⑥ノンブル（ページ番号）は識別しやすいか。
　-ノンブルは識別しやすいようになっているか。
　-章単位で番号を付けるなど、必要に応じて工夫されているか。

⑦柱（ヘッダー、フッター）が検索に役立っているか。
　-検索に有効な情報が柱に記載されているか。
　-柱が識別しやすいようにデザインやレイアウトに工夫があるか。

⑧表紙や木口から目的のページを探すことができるか。
　-表紙などに検索性を高めるための工夫があるか。
　-章単位、機能単位でリーディングタブをつけたり、検索性を高めるための工夫があるか。

①製品に対して安心感を持たせることができるか。
　-初心者でも楽に製品が使えるようにわかりやすい表現で機能や操作を説明しているか。
　-製品の機能や操作が難しいという印象を与えるような表現をしていないか。
　-トラブルが発生した場合の具体的な対処の方法がわかりやすく書いてあるか。
　-どうしたらよいか分からない状態に陥ってユーザを困惑させることはないか、。

②ユーザの安全に対する配慮があるか。
　-ユーザの安全を保証するために必要な制限事項、注意事項は明確になっているか。
　-制限事項や注意事項は、一見してすぐわかるよう工夫されているか。
  -制限事項や注意事項は、理由を明確にした上で、わかりやすく表現されているか。
　-制限事項や注意事項は適切な位置に記載されているか。
　-制限事項や注意事項がむやみに記載されすぎてはいないか。ユーザに不安感を与えるような印象はないか。

③クレームや問い合わせ先の窓口が表示されているか。
　-製品や取扱説明書の不明点の問い合わせ先が明確になっているか。電話番号、受付曜日、受付時間帯などが正確に記載されているか。
　-製品や取扱説明書に関する責任の所在はあきらかになっているか。
　-巻末や奥付などに、社名、部署名、所在地、電話番号、FAX番号などが明記されているか。
　-サービスセンターの所在地、電話番号、FAX番号、受付曜日、受付時間帯、出張サービスの有無、などが明確になっているか。

④部品補給などのアフターサービスに関する情報があるか。
　-必要な部品や消耗品は明確になっているか。たとえば、ワードプロセッサの場合、印字リボン、フロッピー、用紙類など。
　-ファクシミリの場合、用紙の寸法や型判、市販品の利用が可能なのかなどの情報を記載する。
　-部品や消耗品に関する問い合わせ先、購入方法などが明記されているか。
　-分冊化あるいはシリーズ化され、複数の取扱説明書がある場合、どこに部品や消耗品に関する情報が記載されているのか明確になっているか。

快適性

５．検索性

６．安心感
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取扱説明書用構造化ヒューリスティック評価法チェックリスト (5/6) 

大分類 中分類 項目

①製品に好感や親しみを持てるか。
　-親しみやすいキャラクタなどを利用しているか。
　-ユーザが慣れ親しんでいる日常的なメタファが利用されているか。
　-製品の魅力を感じさせるような工夫はあるか。製品の魅力を的確に伝えるようガイドラインや入門書などの導入用の取扱説明書が用意されているか。
　-製品の特長が魅力的に説明されているか。
　-製品を使用して何ができるのか、どういうメリットがあるのかが具体的にイメージできるように説明されているか。
　-語りかけるような文章、親しみのあるイラストなどで不安感をなくし、楽しく操作できるように工夫されているか。
　-ビジュアル面でも、見やすく、親近感を得るような工夫があるか。
　-製品イメージと取扱説明書全体のイメージが合っているか。

②製品を使う楽しさが感じられるか。
　-機能を単純に説明するだけでなく、どのような使い方をすると効率がアップするか。
　-どんなふうに製品の機能を利用することができるかを積極的に提案しているか。
　-ユーザにとってメリットになるような形で、製品の特長や機能、応用のしかたなどを説明しているか。
  -具体的に製品を使う楽しさが伝わるような説明になっているか。
　-実際にどのような楽しみがあるのか具体的にイメージできるような情報が盛り込まれているか。
　-気のきいたサンプルなどを使用し、具体的な形で製品を使うことの楽しさを伝えているか。

③製品の操作が簡単だと感じさせられているか。
　-初心者でも理解しやすい手順で説明されているか。複雑な操作がいきなり説明されたりしていないか。
　-ユーザが無理なくステップアップできるように説明されているか。
　- 初から複雑でステップ数の多い操作が説明されていたり、例外的な操作から先に説明されたりしていないか。
　-ユーザにとって理解しやすいサンプルが示されているか。

④例題が気が利いているか。
　-内容的にユーザの興味を引く例題が用意されているか。
　-ちょっとした遊び心があり、面白いと感じさせるような例題はあるか。
　-取扱説明書の制作者の自己満足で、遊び心が入りすぎている例題はないか。

１．経験/予備知識

①ユーザの予備知識や経験を考慮しているか。
　-ユーザの予備知識や経験を考慮した上で情報が整理されているか。
　-一定の基準に基づいて情報が整理されているか。初心者には製品の利用目的別で整理し、熟練者には機能別で整理するなどの工夫はあるか。
　-取扱説明書を読み進むためにはどのくらい知識や経験が必要なのかが明確になっているか。
　-ユーザの予備知識や経験に応じて必要な情報が提供されているか。
　-予備知識や経験の度合いに応じて、図、表、イラスト、写真などが適切に使われているか。
　-製品を使い込むにしたがって段階的にステップアップできるような工夫があるか。
　-下敷き状の簡易取扱説明書のようなものが用意されているか。
　-ユーザー層の分類の仕方は適切か。
　-読み始める箇所や段階的な読み方を案内しているか。
　-ユーザの知識や経験によって読み飛ばしたり、あるいは必ず読まなければならない箇所が一目で判断できるようになっているか。
　-ユーザができるだけ早く製品を使い始められるような配慮があるか。
　-熟練したユーザに対して簡便で効率的な検索方法が用意されているか。

２．初心者一般

①初心者でも検索しやすいよう構成されているか。
　-取扱説明書の全体イメージを早く把握できるような記載があるか。
　-同種の取扱説明書を利用したことがないユーザにも、取扱説明書のイメージはつかみやすいか。
　-初めての用語でも、日常生活から容易にその内容が類推できるか。

３．活字嫌い
①活字を読むのが苦手なユーザにも、使ってみたいという気を起こさせる配慮があるか。
 　-活字を読むのが苦手なユーザが使おうとしたとき、戸惑いや困惑を覚えることはないか。

①使用頻度が低いユーザに対する配慮がなされているか。
　-ユーザが継続して利用するような配慮がしてあるか。
　-たまにしか利用しないユーザでも、利用方法を忘れずにいられるか。
　-利用方法を忘れてしまっても、直感的にすぐ利用できるか。

②使用頻度が高いユーザに対する配慮がなされているか。
　-検索用の目次や木口にリーディングタブ（ツメ）を付けるなどの手段が用意されているか。
　-長い間利用していれば、自然に効果的な使い方を身につけることが出来るか。
　-頻繁に利用していると、わずらわしいとか面倒だと思えてくるような所はないか。

快適性

経験

４．利用頻度

７．動機づけ支援
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大分類 中分類 項目

①不足している情報はないか。
　-機器などの各部の名称がすぐに調べられるか。
　-製品を活用するとどのような目的が達成できるかが明確になっているか。
　-製品にはどのような機能があるのか漏れなく説明されているか。仕様書と照合した結果、説明されていない機能はなかったか。
　-製品をどのように使用すると効率がアップするかといった情報があるか。
　-ユーザが行う作業の流れに合わせて漏れなく情報が提供されているか。

②余分な情報はないか。
　-ユーザに合わせて情報が整理され提供されているか。
　-ユーザには必要のない情報が記載されていないか。製品の設計者や開発者、マニュアル制作者などの自己満足のために記載されているような余分な情報はないか。
　-クレーム対策のためだけの情報が列記されていないか。
　-製品を通常の状態で使用している限りは起こらないような事態に対する注意事項まで記載されていないか。

①ユーザの利用目的に合った構成になっているか。
　-ユーザが行う作業の流れを正しく分析しているか。
　-ユーザが行う作業の流れに合わせて情報が提供されているか。
　-ユーザの利用目的、ユーザが行う作業の流れを十分考慮した構成になっているか。
　-実際によく利用される機能の説明に重点がおかれているか。
　-章タイトルや項目タイトルはユーザがやりたいと思っていることに直接結びつくような具体的なことばで表現されているか。
　-利用目的別に読み分けられるよう、具体的に読む順番が示されているか。

②例題、事例は適切か。
　-例題や事例は本文で説明している内容と密接に結びついているか。
　-例題や事例は具体的で実用に則した内容になっているか。情報が不足していたり、余分だったりしていないか。
　-例題や事例はユーザーの目的や使い方に合っているか。ユーザーにとって難しい内容になっていないか。
　-機能等の概念説明に適切なモデルが使用されているか。

①使いこなすためのノウハウが盛り込まれているか。
　-例題や事例は本文で説明している内容と密接に結びついているか。
　-単なる機能の解説だけでなく「より確実に」、「より効果的に」操作できるような具体的なノウハウが表示されているか。
　-ノウハウを積極的に伝えるような工夫があるか。
　-総合的な活用例があるか。
　-ユーザが日常出会うような具体的な事例を取り入れているか。
　-ユーザの使用目的にあった例題になっているか。
　-より発展的な応用ができるような例題になっているか。
　-ユーザにとって操作の習得に役に立つ、または発展的な使い方に結びつく情報が選択され説明されているか。
　-取扱説明書の制作者の自己満足のために、ユーザに無用の知識を与えていないか。
　-提供する情報がユーザに対し押し付けになっていないか。情報の量が多すぎないか。

②他機種製品・旧製品との違いがわかるか
　-他機種製品、旧製品との違いについて記述した部分はあるか。一覧できるような形の資料にまとめられて掲載されているか。
　-「機能の変更情報」や「操作の変更情報」などは、適切な方法で十分に説明されているか。
　-新製品や類似製品との違いにユーザがどのように対処すればよいかが明示されているか。

③周辺機器や関連製品に関する情報が記載されているか。
　-製品本体に接続できる周辺機器や関連製品にはどのようなものがあるのかが、記述されているか。
　-周辺機器や関連製品の本体への接続方法が明確になっているか。
　-どのようなオプションソフトウェアが用意されているか明確になっているか。そのソフトウェアでどんなことができるのかが記述されているか。
　- 新の情報が掲載されているか。

④消耗品やメンテナンス用品に関する情報が記載されているか。
　-消耗品やメンテナンス用品に関する情報がマニュアルの付録などに一覧表でまとめられているか。
　-入手方法やメーカー純正品以外を使うことに対する注意書きが記載されているか。

４．発展性

①製品の発展的な使い方ができることが記述されているか。
　-発展的な使い方がある場合に、その旨記述されているか。
　-発展的な使い方をするための「前提知識」、「必要なオプション製品」とか「注意すべき点」などの情報が、ユーザの要求に応えられているか。
　-説明の内容や展開にユーザーを飽きさせないための工夫があるか。
　-説明の途中で復習のコーナーや息抜きのコーナーを設けるなどして、ユーザーに達成感を与えるよう工夫されているか。

１．視覚障害者 ①視覚障害の人にも無理なく使えるか。

２．聴覚障害者 ①聴覚障害の人にも無理なく使えるか。

３．身体障害者 ①身体に障害のある人にも無理なく使えるか。

４．子供
①子供にも使えるべき取扱説明書の場合、無理なく使えるか。
　-表記の表現は子供にも理解できるか。

５．ｼﾙﾊﾞｰ世代
①シルバー世代にも無理なく使えるか。
　-文字表示は小さすぎないか。
　-特定の色に対する感受性の低下に対する配慮はしてあるか。

６．色盲
①色盲のユーザにも無理なく使えるか。
　-赤と緑、青と黄の組合せを識別的表示に使っていないか。

特別な配慮を
必要とする
ユーザ

有益性

１．充足性

２．合致性

３．実用性

 

  

  

 

 

 

 


