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要 旨

人間中心設計プロセスは、国際標準ISO13407で定義されており、ユーザビリティの高いシステムを開発する
上での考え方が規定されています。NECヒューマンインタフェースセンターでは、この人間中心設計プロセス
の考え方を、システム開発現場における具体的開発手順として体系化し、社内でのSI向け開発標準として組み
込みました。SI向け開発標準の中に、手順化したユーザビリティ向上のためのアクティビティを組み込むこと
で、専門家でなくてもユーザビリティを考慮したシステムの設計・開発を可能としました。
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1. はじめに
従来、ユーザビリティの向上は、でき上がった製品やシス
テムを評価し、その結果を次期バージョンに反映させるとい
う形で行われてきました。しかし、問題点が発見されても、
その解決には次のバージョンアップまで待つ必要があり、ま
た問題が大きければ、作り直しのために多くの時間と工数が
発生するという問題がありました。
このような問題を克服し、ユーザビリティの高い製品やシ
ステムを実現するため、ヒューマンインタフェース（以降HI
と略す）の専門家が、上流工程から開発プロジェクトに入り
込み、専門的な視点からユーザビリティの向上のためのコン
サルティングを行う取り組みが行われています。しかし、HI
専門家の数は限られており、コンサルティング対象のプロ
ジェクトの数も限られてしまうという課題があります。
弊社ヒューマンインタフェースセンター（HIセンター）で
は従来から社内プロジェクトに対してHIコンサルティングを
行っており、そこで得たHI設計ノウハウと人間中心設計プロ
セスの考え方を、システム開発現場における具体的な開発手
順として体系化し、統合開発環境SystemDirector Enterpriseを
ベースとした弊社内のSI向け開発標準に、『ユーザインタ
フェース（以降UIと略す）設計ガイド』として組み込みまし
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た。SI向け開発標準の中に、手順化したユーザビリティ向上
のためのアクティビティを組み込むことで、HIの専門家でな
くても、ユーザビリティを考慮したシステムの設計・開発を
可能としました。本稿では、この『UI設計ガイド』策定の考
え方について報告します。
2. 人間中心設計プロセスとは
人間中心設計とは、システムをユーザにとって使いやすく
することに特に主眼を置いた、インタラクティブシステムを
開発する上での１つの取り組み方です。従来の設計プロセス
が機能中心であったのに対し、ユーザである人間を中心に位
置づけ、ユーザの視点でシステムを設計する考え方です。
人間中心設計プロセスは、国際標準ISO 13407として1999年
に制定され、国内においてもその翻訳規格である JIS Z8530が
2000年に制定されています。
ISO 13407では、人間中心設計の基本原則として、1）ユー
ザを積極的に設計に参加させ、ユーザ自身や仕事を十分に理
解すること、2）ユーザが行う仕事とシステムが分担する機能
を適切に配分すること、3）設計と評価を繰り返し実施するこ
と、4）多様な部門の人を交えて設計を行うこと、を定めてい
ます。この基本原則の上で、人間中心設計プロセスとして、
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図1 人間中心設計プロセスの相互依存性
次の4つの活動を定義しています。
(1) （システム利用者の）利用状況の把握と明示
(2) ユーザと組織の要求事項の明示
(3) 設計による解決策の作成
(4) 要求事項に対する設計の評価
図1 に人間中心設計プロセスの関係を示します。
これらの活動を、システム企画フェーズなど開発プロセス
の早い段階から始め、密度を変え何回も繰り返し実施し、改
善を繰り返すことで、利用者にとって本当に使いやすいシス
テムの実現を目的としています。
3. 『UI設計ガイド』の策定方針
3.1 SystemDirector Enterprise開発方法論への
組み込み
SystemDirector Enterprise 開発方法論は、オープン環境にお
ける業務システム開発をターゲットとし、一連の開発プロセ
スにおける、開発者の役割（ロール）ごとの作業手順、成果
物を体系的に定めたものであり、弊社内でのSI向け開発標準
としても活用されています。このSI向け開発標準の開発プロ
セスに人間中心設計プロセスの考え方を組み込むことによ
り、SIプロジェクトにおけるユーザビリティ向上を目指しま
した。
また、本開発方法論は、「開発現場で即実践でき、開発者
に特別な技術を求めない」という基本思想の上に作成されて
おり、「要件定義」、「外部設計」といった開発プロセスの

各フェーズにおいて、「誰が（ロール）」、「いつ（フェー
ズ）」「どのように（アクティビティ／タスク）」「何を
（成果物）」行えばよいかを具体的に定義しています。
『UI設計ガイド』の策定においても、上記基本思想をベー
スとして、人間中心設計プロセスを実行するためのアクティ
ビティ/タスクを、現場の開発者がそのまま実践できるレベル
にまで詳細化・手順化を行う方針としました。
また、人間中心設計プロセスの4つの活動を、外部設計が終
了するまでに、少なくとも1巡は回す方針としました。これら
の方針のもとに、要件定義の前準備として、「利用状況の整
理（利用状況の把握と明示）」を行い、非機能要件抽出時に
「UI要件の整理（ユーザと組織の要求事項の明示）」を行う
など、既存の開発フローに合わせた形で、人間中心設計プロ
セスの活動を組み込むことにしました。
3.2 HI設計ノウハウの例示
弊社HIセンターでは、社内の様々な開発プロジェクトに入
り込み、ユーザビリティの向上を目的としたHIコンサルティ
ングを行ってきました。そこでは、人間中心設計プロセスの
考え方をベースとして、ターゲットユーザや業務要件を分析
し、ユーザビリティに関する要求事項を具体化する作業を
行ってきました。『UI設計ガイド』へは、そこで得たHI設計
ノウハウを多数例示する方針としました。
ISO 13407では、「利用状況の把握と明示」を行う場合に、
「ユーザの特性」「仕事の特性」「環境の特性」を分析する
ことが規定されています。これらの分析を行う方法としては、
フィールド観察やタスク分析などの手法も存在していますが、
実行するためにはユーザビリティの専門知識が必要となりま
す。現場の開発者が分析を効果的に進める手段として、多く
の具体例をきちんと分類して例示し、例示の中から類似した
特性を選択的に選べるように考えました。
3.3 画面UI標準の活用
人間中心設計プロセスに従って「設計による解決策」を作
成する際に、あらかじめUIガイドラインや画面UI標準といっ
た設計標準を準備し活用することで、効率よく開発を進める
ことができます。特に、多数のメンバやチームによりシステ
ム開発を行う場合、画面UI標準の活用は、システム全体とし
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てのUIの統一を実現し、また共通部分の設計・開発を一元化
することで開発効率の向上にもつながります。
『UI設計ガイド』で規定する作業手順としても、「ユーザ
と組織の要求事項の明示」の次の手順として、「画面UI標
準」を作成するステップを加え、実際の画面UI設計（設計に
よる解決策の作成）時には、「画面UI標準」に従った設計を
進める手順としました。また、「画面UI標準」の作成をサ
ポートするために、「画面UI標準策定ガイド」を用意し、規
約として、どのような項目の標準化を行えば良いのかを明示
しました。また、画面UI標準の具体例としてのドキュメント
サンプルや、汎用的なUIガイドラインとしての「UI設計基本
ガイドライン」を用意しています。
4. 『UI設計ガイド』の構成
4.1 ドキュメント体系
『UI設計ガイド』は、3つの部からなる本編と、参考とする
ドキュメント類から構成されます。（ 図2 参照）
開発者が使用する、人間中心設計プロセスの手順を示した
ドキュメントは『UI設計ガイド 第Ⅱ部 UI設計のアクティビ

ティと成果物』になります。 『UI設計ガイド 第Ⅱ部』では、
人間中心設計プロセスの考え方に沿って、利用状況を分析し、
用件を明確化し、それに従った設計と評価を行う具体的手順
とその成果物に関する説明を行っています。
「画面UI標準策定ガイド」では、画面UI標準として取り決
めるべき項目や、その考え方について説明を行っています。
たとえば、画面の遷移方法や、画面レイアウト（タイトル、
共通ヘッダ、共通フッタなど）、データの表示方法（グルー
ピングの方法、表示フォーマットなど）、ヘルプやガイダン
スの表示方法などの規定の作成方法に関する解説を行ってい
ます。
「UI設計基本ガイドライン」では、UI設計を行う上での原
理・原則的な考え方に関する説明を行っています。ユーザビ
リティの観点（使いやすさ、分かりやすさ、効率の良さ等）
や人間の特性から、UI設計時に考慮すべき事項や禁止事項に
ついての説明を行っています。
「アクセシビリティJIS対応ガイドライン」では、Webアク
セシビリティJIS（JIS Z8341-3）および総務省運用モデルに準
拠したシステムを構築するための説明を行っています。アク
セシビリティに関するJIS規格が制定されたことにより、特に
地方自治体など公共向けのシステムに関して、Webアクセシ
ビリティJISへの準拠が調達要件となるケースも増加しており、
その対応が重要となってきています。
4.2 UI設計の手順

図2 ドキュメント体系
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『UI設計ガイド 第Ⅱ部』では、人間中心設計プロセスを行
うための手順と成果物に関する説明を行っています。UI設計
の手順は 表1 のように定義しています。
UI設計の手順では、最初に「UIコンセプトの整理」を行い
ます。これは、開発対象のシステムを特徴づける全体方針や
共通概念をUIコンセプトとして抽出する作業となります。UI
コンセプトの整理は、ISO 13407の規定では明記されていませ
んが、初期のデザインやUIの方向性を決める重要な情報であ
り、機能要件にも影響を与える場合があり、システム設計の
早い段階で明確にすることにしました。
「利用状況の整理」においては、システムを利用する上で
の「ユーザの特性」「仕事の特性」「環境の特性」を分析し
ます。ここでは、ユーザ、仕事、環境の属性を極力網羅的に
分類し、それぞれの属性ごとに具体例を多数例示することで、
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表1 UI設計手順

面UI標準作成以降に、共通仕様に関する仕様変更や仕様の揺
らぎが発生すると、後戻り工数が極端に大きくなる傾向があ
るため、それを抑制する効果を狙っています。
「画面UI評価」では、画面UI設計を行った各画面に対して、
「画面UI標準」や「UI要件一覧」との整合性を確認するとと
もに、ユーザビリティ評価を行います。ユーザビリティ評価
に関しては、手段としては各種チェックリストを用意するに
とどめ、様々な具体的手法に関しては、概要と参考文献を付
録として添付しています。
5. おわりに

表2 ユーザの特性の具体例

本稿では、人間中心設計プロセスを、SI向け開発標準へ組
み込むために策定を行った『UI設計ガイド』の策定方針と、
その構成や内容に関して報告を行いました。この、『UI設計
ガイド』を活用することで、ユーザビリティの専門知識を持
たない開発者でも、ユーザビリティを考慮したシステムの設
計・開発が可能となります。
現在、『UI設計ガイド』は社内公開された状態になってい
ますが、その効果に関してはまだ十分な分析が行えていませ
ん。今後、効果の分析を進めるとともに、改善を繰り返し、
開発者にとって使いやすい設計ガイドとなるよう取り組んで
いきます。
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