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要　旨
NECでは、アクセシビリティやユーザビリティに優れ、イノベーティブな商品を開発するために、ユーザー中
心設計を商品の企画・開発に取り入れています。ユニバーサルデザイン・ブランド戦略室は、社内教育によ
る“意識とスキル向上”、実際の製品開発現場への適用を支援する“実践”、事例やノウハウを共有する“水
平展開”、という大きく3つの観点からユニバーサルデザインとユーザー中心設計の全社推進活動に取り組ん
でいます。各活動の内容とその成果を紹介します。
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1. はじめに

NECのグループビジョンである「人と地球にやさしい情報
社会」を実現するためには、情報システムやサービスを誰で
も簡単にミス無く使えることができ、更には、新しい経験や
価値も得られることが重要です。われわれは、多様なニーズ
を持つ、より多くのユーザーへ商品を提供する「アクセシビ
リティ」、使いやすい商品を提供する「ユーザビリティ」、
新しい価値を生む魅力的な商品を提供する「イノベーショ
ン」の3つの要素をNECのユニバーサルデザインととらえ、ビ
ジョン実現のための活動として取り組んでいます。そして、
アクセシビリティやユーザビリティに優れ、イノベーティブ
な商品を開発するために、ユーザー中心設計を商品の企画・
開発に取り入れています。
ユニバーサルデザイン・ブランド戦略室は、NECグループ
内にユニバーサルデザインとユーザー中心設計の考え方、手
法を浸透させて、各部門での取り組みが円滑に行われるため
の推進活動を担っています。推進活動には、社内教育によ
る“意識とスキル向上”、実際の製品開発現場への適用を支
援する“実践 ”、そして事例やノウハウを共有する“水平展
開”、という大きく3つの観点から取り組んでいます。

2. 社内教育の取り組み

ユニバーサルデザインやユーザー中心設計の教育の目的は、
全社員の意識を向上させること、商品の企画・開発者の実践
スキルを向上させることにあります。これらの目的を達成す
るために、教材を作成し、社内セミナーやWebサイトを使っ

たeラーニングを実施し、また、自主学習用に教材をWebサイ
トにも掲載しています。以下に、教育内容と教育形態につい
て述べていきます。

2.1 教育内容

教材は、全社員を対象とした基礎編としてユニバーサルデ
ザインの基礎知識をまとめたものを作成し、商品の企画・開
発者を対象とした実践編として、アクセシビリティ編、ユー
ザビリティ編、イノベーション編を作成しました。実践編の
構成は、どの要素においても共通になっていて、定義や必要
性の説明、NECや他社の事例紹介、実践に必要な手法を解説
しています。手法については、ユーザー中心設計のプロセス
である「ユーザー情報の理解と把握」「目標の明確化」「設
計による解決」「ユーザー評価」に従って、各プロセスで必
要な要件と、それを満たすために利用する代表的な手法をま
とめています。 表表1 は、アクセシビリティ、ユーザビリティ、
イノベーションそれぞれについて必要な要件と代表的な手法
を、プロセスごとにまとめたものです。
アクセシビリティ、ユーザビリティ、イノベーションそれ
ぞれで、重視するプロセスや必要な要件、用いる手法は異
なっています。教材では、重要な個所を詳細に解説し、代表
的な手法については簡単なワークショップを実施して、スキ
ルの習得を促進しています。
アクセシビリティでは、高齢者や障がいのある方など多様
なユーザーの特性を知ることが重要です。そのため、色覚シ
ミュレーションゴーグルなどのさまざまなツールを使って、
対象ユーザーの利用環境や状況を疑似体験する教育を実施し
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表1   ユーザー中心設計の教育内容

ています。
ユーザビリティでは、対象ユーザーの使いやすさを向上さ
せるために、ユーザーの利用状況を知ることや、評価・改善
を繰り返すことが重要です。そのため、ユーザーに直接会っ
て質問し、状況や要望を引き出すインタビュー手法や、開発
者がユーザーの行動をシミュレーションするウォークスルー
法などの手法を教育しています。
イノベーションでは、対象ユーザーの本質的価値（真の
ニーズ）を把握するプロセスが重要であり、ユーザー自身が
気付いていない潜在ニーズを抽出できる観察法などの手法を
教育しています。また、魅力的な解決策やアイデアを生み出
すとともに、アイデアを素早く見える形にして有効性を検証
するプロセスも重要であり、発想法やプロトタイピングなど
の手法も教育しています。

2.2 教育形態

基礎編の教育は、Web研修として2008年度から全従業員を
対象に実施しており、累計で約33,000名が受講しました。

実践編の教育は、社内の集合式セミナーや、開発プロジェ
クトと連動した事業部門向けセミナーとして実施していま
す。2008年度は約40名、2009年度は約160名、2010年度は約60
名が受講しました。基礎編、実践編ともに、Webサイトに教
材を掲載して自主学習も促進しています。Webサイトに掲載
している教材へのアクセス数は、それぞれ月平均200～800ア
クセス程度ですが、セミナーを開催した月には3,000アクセス
にも達することがあり、社内での高い関心がうかがえます。

3. 製品開発現場への適用

3.1 パイロットプロジェクトの目的と内容

実際の製品開発の場においてユーザー中心設計を推進する
ために、パイロットプロジェクトを実施しました。パイロッ
トプロジェクトの主な目的は、1）事業部門にユーザー中心設
計を習得してもらい、商品の開発力を強化すること、2）ユー
ザー中心設計の社内適用事例を増やし、商品の魅力や品質を
向上させること、の2点です。
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表2   ユーザー中心設計を適用したパイロットプロジェクト

プロジェクトは、NECのさまざまな事業領域のなかで事例
を作って、各領域で波及効果が生まれることを狙い、ハード
ウェア、ソフトウェアといった製品種別や、企画フェーズ、
開発フェーズといったプロセスごとに偏りが出ないように公
募で選定しました。主な適用プロジェクトを、 表表2 に挙げて
います。
パイロットプロジェクトでは、ユーザー中心設計の専門家
が製品開発プロジェクトに参加し、開発のさまざまなフェー
ズで、プロジェクトの進め方をアドバイスし、適切な手法を
適用しました。
例えば、プロジェクターの開発事例では、プロジェクター
を利用するユーザー像としてペルソナを作成し、学校などペ
ルソナに応じた現場観察を行いました。携帯電話の開発事例
では、ペーパープロトタイプを使って仮説検証を繰り返し、
動態モックアップでデザインに関する更に細かい検証を行い
ました。サーバ運用管理などのソフトウェアの開発事例では、
ワイヤーフレームやアニメーションで画面のプロトタイプを
作成してユーザー評価を行い、早い段階で問題を発見して解
決しました。

3.2 パイロットプロジェクトの成果

パイロットプロジェクトの実施から半年～1年後に、開発関
係者にヒアリングしたところ、ユーザー中心設計の導入が次

のような成果を上げたことが分かりました。
(1)商品開発力について
・専門家のサポートがプロジェクトのスムーズな進捗に貢
献し、また、UI部品提供による効率的な開発が可能になる
など、開発期間が短縮しました。
・新機能の特徴が使用シーンとともに説明されるように
なったり、開発の上流で必ず画面デザインを確認するなど、
企画・開発プロセスに変化が生じました。
(2)商品の魅力や品質について
・プロトタイプをユーザー評価することによって、商品企
画の初期段階で仮説と異なる要素が発見でき、ニーズに
あった商品開発ができました。
・画面に対する見やすさ、分かりやすさ、操作に対する使
いやすさが向上しました。

4. 事例の水平展開

4.1 事例作成の目的と整理の視点

NECグループ内でユーザー中心設計を実施し、ユニバーサ
ルデザインの優れた特徴を持つ製品事例を収集し、社内に公
開することで、ノウハウの共有と水平展開を目指しています。
事例は、企画者や開発者へヒアリングしたうえで、1）ユニ
バーサルデザインへの配慮ポイントなど製品の特徴、2）開発
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プロセスや成功要因、3）ユーザー中心設計による効果、の観
点でまとめています。
ユーザー中心設計の導入に当たっては、部門の役割に応じ
てその効果を説明する必要があります。例えば営業部門には
お客様への提供価値を示すこと、開発部門には、開発効率な
どの自部門への導入効果を示すことが重要になります。その
ため、3）ユーザー中心設計による効果については、お客様へ
の効果（提供価値）とNECへの効果を分けて記述しています。
お客様への効果は、（1）アクセシビリティ、（2）ユーザビ
リティ、（3）イノベーション、（4）お客様のTCO削減のど
の項目に相当するかを示し、NECの導入効果は、（1）受注貢
献、（2）適切な企画提案、（3）開発効率の向上、（4）保守
効率の向上、（5）ブランド価値向上のどの項目に相当するか
を示しています。

4.2 展開方法

作成した事例は、社内のWebサイトへ掲載して情報共有を
図っています。また、グループ社員向けの事例展示会やセミ
ナーを開催して、成果の共有、開発者どうしの意見交換を
行っています。
2010年には、第3章で述べたパイロットプロジェクトを中心
に、開発事例のプロセスや成果を共有する事例展示会を開催
しました（ 写写真 ）。事例展示会では、パネルを使った説明と
ともに、各展示で開発者やユーザー中心設計の専門家が対話
形式のプレゼンテーションを行い、ユーザー中心設計導入の
きっかけ、良かった点、悪かった点、お客様の反応などを紹
介しました。本展示会は半日の開催で約150名の来場者があり
ました。社内の優れた事例は、商品形態や事業環境が類似し
ている部門にとって、ユーザー中心設計を導入する手がかり

写真   事例展示会

を与え、また開発プロセスや手法などを参考にすることがで
きます。

5. おわりに

これまで紹介したように、ユニバーサルデザイン・ブラン
ド戦略室では、教育、実践、水平展開の活動を組み合わせ
て、NECグループ内へのユーザー中心設計の推進を進めてい
ます。今後は、ユーザー中心設計の高度な知識とスキルを持
つ人材を、できるだけ製品開発部門に近いところで増やすこ
と、ユーザー中心設計を組織的な取り組みに発展させること
が必要と考えています。そのために、より実践に近い形の教
育、会社としてのスキル認定や人材制度の開発、開発の標準
プロセスへの取り込みなどを検討しています。
ユニバーサルデザイン・ブランド戦略室では、アクセシビ
リティ、ユーザビリティ、イノベーションを実現するための
ユーザー中心設計の取り組みを、NECのWebサイト、パンフ
レット、講演などで社外にも情報発信しています。これらの
活動はNECの「人と地球にやさしい情報社会」実現への取り
組みとして、ブランドイメージの構築に貢献しています。そ
のブランドイメージがNECの商品開発の推進力にもなるよう
に、これからもNECのユニバーサルデザインとユーザー中心
設計の推進に取り組んでいきたいと考えています。
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