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要　旨
プロジェクターは企業や学校などへの普及とともにコモディティ化が進んでいます。商品開発において
は、“作り手側の視点”から“使用者側の視点”に軸足を移すことで、より新しい差別化や付加価値の向上が
求められています。こうした背景のなかでコンセプト開発、デザイン開発にペルソナ手法を用いユーザー中心
設計を導入することにより、開発商品の魅力をお客様へ分かりやすく表現する取り組みを行いました。本稿で
は、商品コンセプトの明確化、デザインによるコンセプトの具現化を実際の商品開発に沿って紹介します。
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1. はじめに

NECディスプレイソリューションズは、モバイルタイプの
小型プロジェクターから映画館などで使用されるプロフェッ
ショナルタイプの大型プロジェクターまで、幅広いニーズに
応える商品を開発しています。
このうち、企業の会議や学校の授業で使用されるデータプ
ロジェクター（以後プロジェクターと表記）は、市場全体の
約80％を占め、参入メーカも多く、新商品の開発競争や価格
競争が激しさを増しています。同時に基本性能による差別化
は、マーケットが成熟するにしたがって難しくなり、性能を
追求するだけでは他社との差別化が維持できない状況になっ
ています。
一方、技術的には省エネ機能の追加、マルチメディア対応
など多機能・高性能化で差別化を図っていますが、それらの
機能は、実際の使用シーンで使用者に十分に理解・活用され
ず、使用者の満足度向上につながっていません。これまでの
企画・開発プロセスでは、機能を追加することに注力したた
め、使用者がプロジェクターをどう使うのか、何がニーズな
のかへのアプローチが不足していたのです。
そこで、プロジェクターの開発にユーザー中心設計を取り
入れました。プロジェクターを使用者の視点で見直すことに
より、より使いやすく・分かりやすくすることで商品を差別
化するため、企画・開発プロセスの改善に取り組みました。

2. 企画・開発プロセスを変革した新商品開発

2.1 従来の企画・開発プロセスにおける課題

これまでの企画・開発プロセスでは、機能・性能を決める
ところからアプローチする作り手側視点での企画・開発プロ
セスの傾向が強くなっていました。
プロジェクターは2000年代に入って急速に普及した商品で
すが、普及当初は、基本性能の向上が新製品の大きなアピー
ルポイントになる期間でもありました。プロジェクターの場
合の基本性能とは、「明るさ（lm）」です。初期のプロジェ
クターは構成部品の制約で、使うときに部屋を暗くする、投
写画面を小さくするなど、使用者は「明るさ」が十分でない
ために不便さを感じていました。そのため、「明るさ」の向
上がプロジェクターの利便性を大きく向上させ、商品の差別
化に直結していたのです。
ところが、明るさが3,000lm程度になると、一般的な使用環
境（スクリーンサイズ100インチ以下）では、明るさへの不満
はほとんど解消されます。そのため、基本性能のスペック
アップだけでは差別化が難しくなりました。
その一方で、使用シーンの拡大や利便性の向上を目指して、
省エネ機能の追加、マルチメディア対応など通信機能の拡充
で多機能・高性能化を進めましたが、それらの機能が十分に
理解されず付加価値に結びつかない状況になっていました。
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図1   コンセプト/パフォーマンスとニーズの適合性

機能の存在や、その使い方が使用者に理解されにくいことが
その要因の1つと考えました。
そこで、使用シーンに合わせ、それぞれの機能を魅力的に
使用者へアピールし、使いやすさを表現することで差別化を
図ることが課題となりました。つまり、商品のコンセプトを
明確にして、そのコンセプトに合った使いやすさを実現する
イノベーションが必要となったのです。
商品を選ぶとき、使用者は「何をしたいか」と「何ができ
るか」のバランスを考えることになります。「したいことが
できる」ことが重要で、「したいこと」と「できること」の
合致が多いほど満足度は上がり、その商品が選ばれることに
なります。そこで、「したいこと」と「できること」の関連
付けを、使用者の視点のコンセプトに表現することで、商品
のパフォーマンスを使用者に明確に伝え、ニーズとマッチし
た最適な商品を選べる機会を増やすことができるのです。
図1 は、商品のコンセプトとパフォーマンスのニーズとの

適合性を示した相関図です。コンセプトが明確、かつパ
フォーマンスが十分で使用者のニーズに適合していれば、商
品は継続的に成功を続けることができます。コンセプトと
ニーズの適合が不十分であることを示す図の下側のポジショ
ンから、図の右上の理想のポジションへのシフトを目標とし
ました。

2.2 企画・開発プロセスの変革

企画・開発プロセスの変革には、使用者の視点からコンセ

プトを明確にすることが必要です。単に機能を説明するので
はなく、その機能によって得られる効果が、使用者のニーズ
を満たすことを表現したコンセプトを考えました。
プロジェクターの明るさを変える機能を例に説明します。
プロジェクターの場合、明るさを下げることで消費電力が
減り、ランプの寿命が長くなります。明るさが少し暗くても
よい状況では「省エネしたい」「長持ちさせたい」という使
用者のニーズに応えることができます。つまり、明るさを変
える機能は、使用者にとっては「省エネ」「長持ち」という
キーワードで「環境にやさしい」というコンセプトになるの
です。
ここでのポイントは、明るさを変えることが「できる」と
いう発想から、「省エネ・長持ちでお得」という使用者側の
発想にシフトしたことです。明るさを変える機能を「使用者
にとっての付加価値で表現する」ことで、その機能がニーズ
に合っていることを使用者へより明確に伝えられます。「何
をしたいのか」を考えるユーザー中心設計のプロセスで、発
想のシフトが進んでいくのです。使用者がどこで戸惑い、何
を必要としているかを明確にすることです。
企画担当者や設計担当者は、使用者がプロジェクターをど
んな場面でどんな使い方をしていて、どんな不満や満足を感
じているのかを詳細に知っているとは限らないので、そこを
掘り下げていくことがユーザー中心設計へのアプローチにな
ります。
プロジェクターの電源を入れる操作を例に説明します。
プロジェクターの場合、電源ボタンを押してもすぐにラン
プは点灯しないため、使用者は正常に起動しているのかどう
か不安になります。そのため、何度も電源ボタンを押したり、
レンズをのぞき込んだりすることになり、不満を感じます。
この使用者の不満を解消するために、設計担当者はランプ
が点灯するまでの時間を短くしようとするのですが、使用者
にとっては電源が入っていることが分かることが重要なので
あり、ランプが点灯するまでの時間の長さが重要なのではあ
りません。確かに、点灯待ち時間の短縮も重要ではあります
が、使用者が直感的に求める短さを実現することは、技術的
に困難な面があります。
使用者の不満の原因を、「ランプ点灯までの時間が長いこ
と」ではなく、「電源が入っているのか分からないこと」と
理解することで、その不満を解消する方法が異なります。こ
の場合、コンセプトは「点灯待ち時間短縮」ではなく「ボタ
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ン表示大型化による状態表示視認性の向上」として、使用者
のニーズに合致させるのです。
このような気付きにより、使用者の不満を解消し付加価値
の向上につなげるためには、本当の不満や不便がどこにある
のか徹底的に調べることが必要になるのです。

3. ユーザー中心設計の実践

企画・開発プロセスの変革には、プロジェクターの実際の
使用シーンをできるだけ正確に知ることが必要です。そこで、
どのような人が使用者で、何を求めているのか、どこに不満
があるのかを見直すことにしました。

3.1 簡易ペルソナの設定

今回対象としたプロジェクターは2モデルです。1つは最も
汎用性が高く、企業、学校を問わず広く使われているスタン
ダードモデルです。このモデルは、会議室では小会議室から
中会議室、学校の場合40名程度の教室で使うことを想定して
います。もう1つはより広い場所（大きいスクリーンへの投
写）での使用を想定したインスタレーションモデルです。ス
タンダードモデルの場合、持ち運んで机の上などに置いて使
う場合があり、設置の簡便性が重要になります。インスタ
レーションモデルは天井に固定する場合が多く、設置の信頼
性がより重視されます。
プロジェクターにかかわる人として、まずプロジェクター
を操作し、プレゼンテーションや授業をする人が想定されま
す。また、プロジェクターは設備・備品として扱われる場合
もあり、管理・メンテナンスあるいは購入といった立場の人
も想定する必要があります。間接的には、プロジェクターの
投写画面を見る人も考える必要があります。
そこで、企業と学校の使用シーンの違いも想定して、次の6
タイプの簡易ペルソナを設定しました。
(1)会社員で、プレゼンテーションで機器を使う人
(2)会社員で、社内の機器の管理を任されている人
(3)機器の販売・施工を仕事としている人
(4)小学校の先生で、授業で機器を使っている人
(5)小学生で、機器を使った授業を受ける人
(6)学校のIT推進者で、機器の選定・導入をする人

図2   コンセプトの方向性MAP

この6タイプの簡易ペルソナを作成することで、今回の開発
モデルのコンセプトの方向性をブラッシュアップしました。
図図2 はコンセプトの方向性を示した図です。Type：Aの点線の
サークルがスタンダードモデルとその領域を示し、Type：Bの
点線のサークルがインスタレーションモデルとその領域を示
しています。

3.2 ユーザー調査

ユーザー調査は、実際の使用者を簡易ペルソナに準じてリ
サーチし、使用者のプロジェクターの使用実態を観察しなが
ら、満足点・不満点・問題点をヒアリングしました。同時に、
機能アイデアを含めた商品コンセプト案を提示・説明し受容
性を検証しました。商品コンセプト案は、コンセプトの方向
性を検討するなかで提案された機能アイデアをスケッチとし
てまとめたものです。
ヒアリングは、使用者が普段プロジェクターを使用してい
る場所に行き、普段の使い方を再現しながら行いました。使
用者自身が気付いていない点や、当たり前と思って操作して
いる点などを注意深く観察することで、言葉だけでは得られ
ない情報を収集しました。
また、調査のなかでユーザーインタフェースの改善の参考
になる発見もありました。例えば、ある小学校ではプロジェ
クターの接続方法が生徒にも分かるように、本体の端子と
ケーブルに、それぞれ対応するイラストのシールを貼って識
別していました（ 写真 ）。
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写真   コードの接続の識別の例

提案した商品コンセプトの評価は、「Doニーズ」の強さと
「未充足度」の相関に基づいて行いました。Doニーズとは、
「～したい・やりたい」という欲求の強さのことです。一方、
未充足度とは、「これまではできなかったことができるよう
になる」変化レベルのことです。言い換えると「革新的新し
さの度合い」と考えることができます。ここでは「革新的新
しさの度合い」を使用者から見て評価することがポイントに
なります。

3.3 ユーザー調査からの商品コンセプトの改善

ユーザー調査結果から、コンセプト・機能アイデアのブ
ラッシュアップと取捨選択を行いました。設計担当者はいろ
いろなアイデアを考えますが、関係者だけでその価値を正し
く評価することは難しいことです。付加価値の創造「イノ
ベーション」になっているのかは、実際の使用シーンを観察
することで気付き、確信を持つことができるのです。
レンズのスライドカバーを例に説明します。本来、レンズ
キャップの使用目的はレンズの保護にあります。ところが実
際の使用シーンでは、投写光の遮蔽に使いたいというニーズ
が多くあることが分かりました。なかには、レンズの前にレ
ンズキャップ以外の物を置いて、光を遮蔽する使い方も観察
されました。そこで、従来の半透明の着脱式レンズキャップ
から、光を通さないスライド式のレンズカバーへ変えること
にしました。更に、説明書を読まなくても、スライドさせれ

図3   改善アイデア例

ば光が遮蔽できることが使用者に直感的に分かるような大き
さ、形状に仕上げていきました。
次に、操作ボタンの例です。操作ボタンは10から11個あり、
初めて使うときに難しい印象を使用者に与えていました。そ
こで、ボタンをグルーピングして煩雑さを抑制し、更に使用
頻度ごとにボタンの大きさを変え、よく使うボタンの認識性
を向上させました。実際の使用シーンで使う操作ボタンの種
類は、プロジェクターの使用習熟度で変わるため、一概にボ
タンの数を少なくすることは逆に不満を生むことにもなりま
すが、直感的に分かることを重視し、グルーピングやボタン
のサイズのメリハリ、他の機器との操作の共通性を取り入れ
たデザインにしました。
図図3 はスライドカバー、操作ボタンの改善アイデア例です。

3.4 デザインによるコンセプトの表現

スタンダードモデルのデザインは、キャッチコピー「『基
本性能』を更に向上させ、『分かりやすさ』『エコ』をプラ
ス!　現行機能も含め、ニーズの強い機能をどんどんアピー
ル！！」を基に、コンセプト「使うことに対する“負担・不
安”を減らしてくれる“やさしいプロジェクター”」の具現
化を目標にしました。具体的なアイテムは、スライド式大型
レンズカバー、操作ボタングルーピング、電源ボタンの大型
化とブルーLED発光表示、端子表示の天面レイアウト、大型
チルトフットレバー、小型化・薄型化のイメージ作りなど商
品コンセプトにつながる形として表現されました。
図4 は上記の項目をデザイン化した実際のコンセプトデザ

イン案です。
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図4   コンセプトのデザインによる表現例

4. 海外市場に対するアプローチ

プロジェクターの市場は、欧米が他の地域に先行して成長
してきました。そのため、NECのプロジェクターのマーケッ
トは約90％が日本以外の地域です。
今回、主要マーケットである米国での使用実態を調査する
ため、Webアンケートを実施しました。アンケートは教員121
名、企業人111名の合計232名に対し実施し、使い方やニーズ、
不満点についての回答を得ることができました。
調査の結果、プロジェクター先進地域の特色として、学校
の授業におけるプロジェクターの使用率が94％に達し、また、
使用年数も教員の場合で5年以上が58％を占めるなど、教育現
場でのプロジェクター活用に日本との大きな差が認められま
した。
全体のアンケートからは、不満点として、『準備に時間が
かかる』16.4％、『片づけに時間がかかる』15.5％、『持ち運
びにくい』12.5％が上位3項目に上がり、プロジェクターに求
めるものとして、『操作性』80.2％、『画質（色が良
い）』71.1％、『壊れにくさ』64.2％、『静音性』63.4％、
『音質』53.9％が上位に上がりました。
Webアンケートの結果から、プロジェクターの利用価値は
企業、学校とも広く認識され活用されているものの、不満
点・改善点はまだ多く残されていることが浮き彫りになりま
した。今回の商品コンセプト及びデザインの方向性は、海外
の使用シーンでも不満解消の差別化につながるポイントであ

り、十分に受容性と付加価値を持っていることが改めて確認
できました。

5. まとめ

今回の取り組みは、プロジェクターのデザインを変えるた
めに何をすればいいのかという思いからスタートしました。
細部までこだわり、意志を持ってデザインした結果、発売
後のフィードバックも、かなり正確に判断できました。例え
ば、「ボタンの配置が分かりやすくなっている」と評価され
れば、コンセプトの妥当性がはっきり分かります。更に、
「操作ボタンのグルーピングがおかしい」と指摘されても
「なぜおかしいと受けとられるのか」を考えることができま
す。
今回対象としたプロジェクターは、2010年10月に発売され、
シンガポールのポピュラーな情報機器専門誌「Hardware
Magazine」でGold Awardに選ばれました。今回の取り組みが一
般的にも評価された結果と思います。

執筆者プロフィール

織田 晃
NECディスプレイソリューションズ
プロジェクター開発本部
グループマネージャー
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