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第Ⅰ部 ペーパープロトタイピングの基礎 
 

 

 

第 1章 

ペーパープロトタイピングの概要・用語             
 

1.1 ペーパープロトタイピングとは何か？ 

広い意味で、ペーパープロトタイピングとは、ユーザインタフェースのブレインストー

ミング、設計、作成、テスト、情報交換を行うための 1つの手段と言える。ここでは、ペ

ーパープロトタイピングとは、以下の定義を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

手順は次の通りとなる。 

(1) 製品開発チームの他のメンバと話し合い、そのインタフェースの利用者の大多数を

占めるユーザのタイプを選び、そのユーザが行うと予想されるいくつかの課題を決

定する。 

(2) ウィンドウ、メニュー、ダイアログボックス、ページ、データ、ポップアップメッ

セージなど、それらの課題の遂行に必要なすべての要素のスクリーンショットまた

は手書きのスケッチを用意する。このとき、実際に動作するインタフェースは必要

ない。そのインタフェースをホワイトボードに描くことができれば、ペーパープロ

トタイプを作成できる。図 1はペーパープロトタイプ用に用意された、手描きの画

面の例である。 

(3) プロトタイプを作成したら、ユーザビリティテストを行う。チームメンバが適当と

考えた利用者を代表する人物を招く。このユーザに、プロトタイプに対して直接課

題を実行するように依頼する。つまり、「クリック」するにはプロトタイプ上のボ

タンやリンクに触れ、「入力」するにはプロトタイプに文字を書き込む、という具

合である。チームの中から 1人か 2人がコンピュータ役を担当して、紙切れを動か

してインタフェースの動作をシミュレートする。ただし、インタフェースの動作に

ペーパープロトタイピングとは、ユーザビリティテスティングの一種である。ペ

ーパープロトタイピングでは、ユーザを代表する人物が、現実に想定される課題

を紙製のインタフェース上で実行する。この紙製のインタフェースは「コンピュ

ータ役」の人によって操作されるが、コンピュータ役はそのインタフェースがど

のような働きをするのかを説明しない。 
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関しては、ユーザに何も説明しない。進行役がセッションを進行させ、製品開発チ

ームの他のメンバは、観察者として、セッションの経過を記録する。 

(4) インタフェースのうち、うまく使えている部分とそうでない部分がすぐに見えてく

る。プロトタイプはすべて紙上に描かれているため、各ユーザビリティテストの直

後に、また、場合によっては実行中にでも、簡単に変更を加えられる。1 日か 2 日

の間に、複数のユーザビリティテストを実行すれば、テストで得られたフィードバ

ックから何らかのパターンを読み取ることができるだろう。このように、ペーパー

プロトタイピングを利用すれば、実際のユーザからのフィードバックをもとに、す

みやかに設計を改善していくことができる。また、このような改善を、インタフェ

ースのコードを 1行も書かないうちから行えるのも、ペーパープロトタイピングの

長所である。 

 

図 1   手描きのペーパープロトタイピングの例 

 

 

1.2 用語 

ペーパープロトタイピングを行っていく上で使う用語の定義を以下に示す。 

 コンピュータ・コンピュータ役 

ペーパープロトタイピングでは、人間がコンピュータの動作をシミュレートする。

そこで、機械を指すときには「コンピュータ」、コンピュータをシミュレートする。

人間を指すときには「コンピュータ役」と表記して、この 2つを区別する。 

 製品・インタフェース 

ここでは、「製品」と「インタフェース」という用語を、ある程度同義語として扱

う。開発するのは、市販のソフトウェアやイントラネットのサイト、ハンドヘルド

機器など様々。「製品」は実体のあるものを指すが、「インタフェース」は違う。こ

の 2つの用語は、スクリーンだけでなく、ヘルプ、マニュアル、トレーニング、ハ
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ードウェア、パッケージング、そしてテクニカルサポートを含む、包含的な意味で

使われる。 

 製品開発チーム・開発チーム 

同様の考え方で、「製品開発チーム」は、テクニカルライター、マーケティング、

トレーニング、カスタマーサポートなど、上記のいずれに関わる人すべてを指す。

つまり、エンドユーザによる製品の使用感に直接的、または間接的な影響を与える

人はすべて、製品開発チームの一員ということになる。 

 スクリーン 

「スクリーン」を文字通りに定義すれば、コンピュータのモニタを指すことになる

が、ここではより総合的に、Web ページや LCD（液晶ディスプレイ）、入力フォー

ム、ダイアログボックスなどのユーザインタフェース全般を指して使う。つまり、

スクリーンとは、いずれもプロトタイピングの対象となるものである。 

 テスト・研究 

「ユーザビリティテスト」は、ユーザとの 1 回のセッションを指します。「ユーザ

ビリティ調査」は、1 日から数日間にわたって行われる一連のユーザビリティテス

トを指す。 

 

 

 

第 2章 

ペーパープロトタイピングを用いることによる利点     

 

開発段階でペーパープロトタイピングを用いることにより、以下のような発見があった

と報告されている。 

 ユーザビリティの問題点 

ユーザビリティテスティングで露見し得るあらゆる点がこれに分類される。つまり、

紛らわしい概念、わかりにくい用語、フィードバックの不足、レイアウトの問題、

不適切な画面部品など、ユーザが意図どおりにインタフェースを操作できない原因

となるすべての要素である。 

 機能的な要求条件の不足（または誤り） 

製品開発チームがプロジェクト開始時に予想していなかったニーズをユーザが持

っていたり、ユーザの要求条件を満たすために必要な機能を開発チームが誤って予

測していたりすることがよくある。 

 特定のデザインの支持 

時には、同じ機能を実現するのに複数の方法があり、開発者としてはどちらを実装

するかをコイン投げで決めて構わないと思うことがある。しかしユーザは、特定の



 

4 
 

デザインを強く希望することがあり、それがユーザビリティテスティングで如実に

表れる。 

 優先度 

どの企業でもリソースには限りがあるので、「あったほうがよいもの」と「なくて

はならないもの」を区別することが重要である。ペーパープロトタイピングによっ

て、ある機能が、チームメンバが考えているほど重要ではないことが明らかになる

場合がある。ユーザから思うような反応を得られなかった機能は、優先度を下げる

か、思い切って削除すれば、作業量を減らすことができる。 

 ユーザインタフェース以外の問題 

企業の信頼度や、インタフェースを社会的な状況下で利用することによる影響など、

ユーザインタフェースとは関係のない問題がペーパープロトタイピングで発見さ

れることがある。インタフェースと課題が現実的なものであれば、テストの参加者

は自分の環境での利用を想定して、問題を予測できる。ここで判明した問題をもと

に、インタフェースやほかの部分に変更を加えることになる。 

 

 

 

第 3章 

ペーパープロトタイピングの進め方の概要           

 

インタフェースの設計を行う上での主な作業は、「ユーザが体験する内容の設計」、「ユ

ーザが目にする内容のレンダリング」、「処理動作のコーディング」の 3つである。これら

の作業それぞれを、ペーパープロトタイピングとコンピュータベースのプロトタイピング

ツールがどのようにサポートするかを以下で述べる。 

 

(1) 設計 

設計はおそらく、3 つのうちで最も困難な作業である。したがって、プロトタイピ

ングの手法をもってしても、これをうまくサポートするのは難しいといえる。コン

ピュータがいくら高性能であっても、人間の持つ、独創的な問題解決能力にはとて

も及ばない。インタフェースの設計を未だに人間が行っているのはそのためである。

プロトタイピングの手法は、主にレンダリングとコーディングに関わるもので、必

ずしも設計に役立つとは限らない。それどころか、プロトタイピングの手法が設計

のプロセスに制約を与えてしまうことすらある。 

(2) レンダリング 

インタフェースをレンダリングする方法は数多くある。手で描くこともできるし、

ツールを利用してコンピュータ上で作成することもできる。レンダリングを検討す

るときは、特定の手法でかかる労力を考え、また、プロトタイプの「見た目」がど
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こまで充実している必要があるかを考慮するべきである。労力に関して検討すべき

方法は 3つある。 

 作成 

ソフトウェアを使って素早くスクリーンのサンプルを作成できる人もいるが、

たいていの場合、手描きのほうが、同じスクリーンをより短い時間で作成で

きる。 

 複製 

インタフェースに、似たようなスクリーンが複数あるか？また、バリエーシ

ョンを簡単に作ることができるか？ソフトウェアを使う場合、複製はかなり

単純な作業である。手書きの場合でも、コピー機を使って同じことができる

ので大きな違いはない。 

 変更 

スクリーンを変更すべきだと判断したときに、すぐに作り直せるだろうか？

これがユーザビリティテストで起きた場合、ユーザがいるうちに修正を行い、

すぐにフィードバックを得られるか？ソフトウェアを使う場合、テスト中で

もすぐに修正できるかもしれないがユーザの作業を中断させてしまう。手書

きの場合は、素早くペンや紙で修正を行うことができる。 

どの程度の「見た目」を実現すべきか、については、簡単に述べると、プロトタイ

プは最も心配している問題についての明確なフィードバックを得るために最低限

必要な、現実に近い「見た目」と動作を備えている必要がある。ただし、それ以上

のレベルは必要ない。見栄えのするものを作ろうと、デザインの細部にこだわって

しまうと、後々外見を変更するときにそれが無駄になってしまう。よって、プロト

タイプの作成にかける労力と、そこから得られるメリットを天秤にかけてよく考え

るべきである。 

(3) コーディング 

ペーパープロトタイプは、既存のアーキテクチャ、データベース、帯域幅、法的問

題、ビジネスポリシー、OS、アクセシビリティの問題などによる制約を受けること

はない。しかし、現実には実装不可能なプロトタイプを作成しても意味がないため、

考慮する必要はある。 
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第 4章 

ペーパープロトタイプの作成                      

 

4.1 ペーパープロトタイプの材料 

ペーパープロトタイピングで一般的に用いる材料を表 1、図 2に示す。 

表 1   ペーパープロトタイピングで使用するオフィス製品 

道具 用途 備考 

ホワイトボード 
(30cm×40cm程度) 

ペーパープロトタイプの要素を配置するための背景
として使用 

ペーパープロトタイプは実際のサイズよりも大き
くなることが多い。筆者は 30cm×40cmのもの
を購入するが、見つからない場合には40cm×
60cmのものを半分に切って使用している。 

白い紙 大きめのプロトタイプ要素を描いたり、メモを取るた
めに使用 

プロトタイプの作成時にたくさんの紙を使うのは
構わないが、失敗した物も捨てずに手元に残
しておき、それを忘れないようにすること(後で
再利用することもある） 

無地のインデックスカード 
(15cm×24cm と 
12cm×18cm) 

小さめのプロトタイプ部品(ダイアログボックス、ポップ
アップメッセージ、ドロップダウンリストなど)を作るの
に使用 

カード用紙は普通の紙よりも丈夫なので繰り返
しの使用にも耐えられる 

マーカー、ペン 
(黒およびカラー) 

プロトタイプを手書きするのに使用。実際のサイズよ
りも大きく書けるよう、太めのペンを選ぶこと。ボール
ペンなどでは細すぎ、マジックでは太すぎる。細字
用フェルトペンぐらいの太さがよい 

筆者の地元のディスカウントストアでは、マーカ
ー類がオンラインショップよりも安く売られてい
る 

蛍光ペン 透明フィルムおよびはがせるテープと組み合わせ
て、要素を強調表示するのに使用 

色つきの透明フィルムでも代用が可能 

はさみ スクリーンショットを各要素に分解するのに使用(本
文の解説を参照) 

手に持って走らないこと！ 

透明粘着テープ 
(貼ると透明になって見え
なくなるテープ) 

2 枚のインデックスカードからダイアログボックスを作
る場合など、プロトタイプの部品を恒常的に固定す
るのに使用。一時的に固定する場合は、貼っては
がせる糊を使う 

表面がマットタイプのものを使用すれば光らず
に済むが、プロトタイピングをビデオ撮影する場
合を除いて特に問題はない 

貼ってはがせる糊 付箋紙の糊と同じように、プロトタイプの要素を一時
的に固定し、あとから取り外せるようにするために使
用。違うレイアウトを試したいときや、部分的に変化
するプロトタイプ(フレームを使ったWebサイトなど)を
作成する場合などに有用 

「ウォッシャブル」と書かれている糊と混同しな
いこと(これは再び貼り付けられない)。店頭で
は見つけにくい 

はがせるテープ 不透明なテープで、上から文字を書くことができる。
編集フィールド(特に、このフィールド内のデータが、
インタフェースのほかの部分にも表示される場合)、
変化する短いテキスト、ステータスバーのメッセー
ジ、リストの各要素には、2 行分の幅のものを使うと
よい。6 行分の幅のものは、使用不可になっている
ボタンや、プロトタイプの応急処置的な修正に利用
する。 

ペーパープロトタイピングの必需品。端を下に
折り返しておくと、移動する際に紙からはがす
のが楽になる 

透明フィルム 
(OHP用、アセテート製) 

プロトタイプの上に重ねて、プロトタイプを変更しなく
てもユーザがデータを入力(手書き)できるようにす
る。入力するフィールドが 5～6 箇所以上ある場合
には透明フィルムを使い、それ以外の場合ははが
せるテープを使う 

高価なレーザープリンタ用のフィルムではなく、
直接書き込めるフィルムを使用する。OHC 
(Over- head Camera)のあるラボでテストを行
う場合は、透明フィルムだと反射してしまう可
能性があるので、紙を使った方がよい 

水性 OHP用マーカー プロトタイプの上に重ねた透明フィルムの上に「タイ
プされた」入力を書き込むのに使用。消すのには濡
らしたペーパータオルや綿棒を使う 

油性の OHP マーカーでもよいが、消すことがで
きないので、フィルムが余分に必要になる 

修正液 プロトタイプに小さな変更(フィールドラベルなど)を加
える際に使用 

上から文字を書く場合は、よく乾かしてからに
すること。ユーザビリティテスト中に小さな変更
を行う場合、筆者ははがせるテープを使う方が
多い 

スチレンボード 
(フォームコアボード) 

3 次元表示のプロトタイプ作成に使用。ポリスチレン
フォームを厚紙で挟んだもの 

「フォームコア(form core)」と呼ばれることもあ
るが、実際の商標名は「Fome-Cor」である。他
社からも同様の製品が発売されている。 



 

7 
 

 

図 2   ペーパープロトタイピングでは普通の事務用品を使用 

 

 

4.2 背景の作成 

プロトタイプの部品を配置するための、背景として約 30×40 センチの厚紙を使う。こ

の背景の上に、プロトタイプのパーツを配置していく。 

 ソフトウェアアプリケーションの背景の場合（図 3） 

まず、ベースとなる OS を背景とするのか、それともアプリケーション本体を背景

とするのかを決める。テストするのが 1つのアプリケーションだけなら、そのメイ

ン画面を背景にすればよい。複数のアプリケーションを一度にテストする場合や、

ユーザがアプリケーションを起動するところからテストしたい場合には、OS を背

景にした方がよい。 

 ブラウザの背景の場合（図 4） 

プロトタイプによるテストでは、Webブラウザのバージョンやブランドは重要では

ない。通常、用意しておくべきなのは主要なブラウザボタンだけである。つまり、

「戻る」、「進む」、「ホーム」、そして「印刷」、「検索」なども必要に応じて用意す

る。 

 小型スクリーンのインタフェースの場合（図 5） 

PDAや携帯電話など、小型スクリーンのデバイスをプロトタイピングする場合、ピ

クセル数が重要になることがある。スクリーン内のスペースが少ないときは、最初

のプロトタイピングの時点から、表示の制約を考慮に入れるべきである。制約を考

慮すべきかどうかは、ユーザビリティテストで何を知りたいかによって異なる。ユ

ーザのニーズを探ったり、必要な機能を見極めたりする初期の段階では、プロジェ

クトの後半に比べて、サイズはそれほど重要ではない。 



 

8 
 

 

図 3   ソフトウェアアプリケーションの背景の例 

 

 

 

 

図 4   ブラウザの背景の例 

 

 

 

 

図 5   小型スクリーンのインタフェースの例 
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4.3 インタフェース部品のプロトタイピング 

背景を作成したら、その背景の上に配置する個別の画面を作る。 

 ボタン・チェックボックス 

ユーザが希望のオプションを選択するラジオボタン  

やチェックボックスを作成するには、はがせるテープ

を使う。コンピュータ役が、テープを貼ったりはがし

たりする。ユーザがこの仕組みを理解すれば、自分で

ラジオボタンを操作することもある。 
 

 タブ付きダイアログボックス 

タブ付きのダイアログボックスはそもそも、何枚か重

ねたインデックスカードを模したものなので、インデ

ックスカードでプロトタイピングすると好都合であ

る。各ダイアログボックスを別々のインデックスカー

ドに描き、重ねておく。タブははがせるテープで作る。

ユーザがタブをクリックしたら、そのカードを一番上

に移動する。 

 

 入力フィールド 

はがせるテープが適している。ユーザがテープの上に

文字を書けば、コンピュータ役はそのテープをインタ

フェース内の別の場所で使うことができる。例を挙げ

ると、ユーザが入力フィールドに描いたファイル名の

テープを、ウィンドウの上部に表示する際に使うこと

ができる。 
 

 ドロップダウンリスト 

ペーパープロトタイプにはデフォルトのオプション

（「選択してください」など）を書き込んでおき、選択

肢のリストは別の紙に書く。ユーザが下向き矢印をク

リックすると、コンピュータ役がリストを表示する。

ユーザがいずれかのオプションを選択したら、コンピ

ュータ役ははがせるテープにそのオプションを書き込

んで、デフォルトのオプションの上にはり重ねる。 
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 選択バー・強調表示 

リスト内の要素を強調表示するには、透明フィルムに

蛍光ペンなどで色を塗って網掛けを作る。 

 

 展開可能なダイアログボックス 

「More」や「詳細」ボタンなどで展開するタイプのダ

イアログボックスを再現するには、展開後に表示され

る部分を白い紙で覆っておく。この紙には、展開に使

われるボタンも描いておく。ユーザがボタンをクリッ

クしたら、白い紙を取り除き、展開後の画面を表示し

て、ボタンを変更する。 
 

 展開可能なリスト 

リストをいくつかのパーツに切り分け、はがせるテー

プを使って、リストのパーツとパーツの間に、展開さ

れた部分を表示で必要はない。課題を作成し、何度か

ウォークスルーを行えば、ユーザが展開しそうなアイ

テムの予測がつくようになる。 

 

 利用不可能なコントロール 

ユーザが何らかの操作を行うまでメニューのオプショ

ンやボタンなどのコントロールを利用できないように

するには、はがせるテープと灰色のペンを使って「グ

レーアウト」の状態を作成し、黒のペンで書かれた要

素の上に貼り付けておく。機能を利用するために必要

な操作をユーザが実行したら、灰色のバージョンをは

がして、隠れていた利用可能バージョンを表示する。 

 

 カーソル 

通常の矢印形カーソルや I型カーソルは、わざわざプロ

トタイプする必要はない。ペーパープロトタイプを使

ったテストでは、ほとんどの場合、ここまで細かく再

現する必要はない。ユーザは、クリックまたはタイプ

する場所を指やペンで示すことができるからである。

テストするアプリケーションで、カーソル自体に意味

がある場合は小さな紙片、または透明フィルムにカー

ソルを描き、ユーザはインタフェース上でそれを合図

して使う。 
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4.4 インタラクションのシミュレーション 

ペーパープロトタイピングのモットーは、「少しの想像力で、ほとんど何でもシミュレ

ートできる」である。ヒューマンコンピュータインタラクションの数多くの側面は、人間

がシミュレートすることができ、ユーザビリティテストを通じてそこから有用なフィード

バックを得ることができる。 

 ツールヒント／マウスオーバー 

テストの最初に、実際のインタフェースにはアイコンを説明するツールヒン 

トがあるということをユーザに伝えておく。そして、アイコンのツールヒントを見

たい場合には、アイコンをポイントして「これは何ですか？」と尋ねてくれるよう

に頼む。そうすれば、ツールヒントの内容をユーザに伝えることができる。 

 ロールオーバー／ポップアップメニュー 

これらもツールヒントと同様の機能だが、口頭でシミュレートするのはより困難で

ある。表示されるのはメニュー全体であり、数語では済まないからである。コンピ

ュータ上では、多くのユーザが一度目のクリックでメニューをドロップダウンさせ、

続いて選択を行う。これは、ユーザがどのオプションを選択するかを確認するには

適しているが、ロールオーバーメニューで起こりうる軽微な問題を隠してしまうお

それもある。 

 警告音 

コンピュータが警告音を発する状況でコンピュータ役は「ブーッ」と言う。 

 ドラッグ & ドロップ 

このインタラクションを完璧にシミュレートするのはなかなか困難である。インタ

フェースにおいてドラッグ&ドロップが重要な要素である場合は、ドラッグしてい

るものと、それをどこにドロップするのかを説明するようユーザに頼んでおく。コ

ンピュータ役はこれを受けて、その操作による見た目の変化を口頭で説明する。 

 右クリックメニュー 

テストの最初に、右クリックメニューが存在することをユーザに伝えておく。そし

て、そのメニューを見たいと思ったときに、マウスの右ボタンをクリックしたこと

を知らせてもらい、メニューを表示する。 

 スライダ、プログレスバー 

プログレスバーは口頭でシミュレートできるので、画面部品を用意することはあま

りない。例えば、「プログレスバーが表示されました。いま 20%です…60%です…

完了です」のように伝えればよい。その他の目的でスライダが必要な場合は、紙に

2ヵ所切り込みを入れ、別の紙を挟み込んでスライダの役目をさせるとよい。 

 

 



 

12 
 

 アニメーション、動画 

高速に変化する画像をシミュレートするのは困難である。場合によっては、画面に

表示されるはずの内容を、ユーザに説明するのが最も簡単かもしれません。その他

の場合は、静止画像で十分である。短いビデオクリップなら、ビデオデッキを使っ

て再生するという方法もある。 

 スクロール 

一部のWebページでは、隠れている部分に重要な情報が掲載されており、それをユ

ーザが見つけられるかどうかを確かめたいという場合がある。スクロールはペーパ

ープロトタイプでシミュレートしづらい部品だが、方法がないわけではない。大き

な厚紙を、ディスプレイのサイズに、ウィンドウのように切り抜いて、その下にペ

ージを置いて、ユーザがスクロールするとそれが上下にスライドするようにする。 
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第Ⅱ部 ペーパープロトタイピングの実際の流れ 
 

 

 

第 5章 

全体の計画                                  

 

ペーパープロトタイプを利用したユーザビリティテスト調査の概要を表 2に示す。 

表 2   ペーパープロトタイピングプロジェクトの概要 

  作業 担当者 所要時間 

キックオフミーティ
ング 

 目標、リスク、参考事項について話し合う 
 ユーザのプロフィールについて 同意を得る 
 コアチームを組む 
 スケジュールを立てる 

関係者全員 3時間 

ユーザの編集  ユーザのプロフィールと一致するユーザを
探し、彼らのスケジュールを押さえる 

社内で実施する場合は
1～2名。これを外部委
託している会社もある 

通常、リードタイム
は 2～3週間程度
だが、決まった時
間が必要というわ
けではない 

課題設計  ユーザビリティテストに使う課題の内容を決
める 

コアチームとテスト用課
題に精通している人物 

3～5時間 

プロトタイプの作成
とウォークスルー 

 課題のサポートに必要なインタフェース要
素を挙げる 

 作業を分割する 
 定期的にウォークスルーを行う 
 ユーザビリティテストに先立ち、実際のユー
ザなしで形式的なリハーサルを行う 

コアチーム。スケジュー
ルが許せば他の人物が
随時参加してもよい 

トータルで半日～
5日 

ユーザビリティテス
トと改良の繰り返し 

 ユーザビリティテストを実行する 
(1～2時間程度) 

 テストが終わったらそのつど問題点を挙げ
る 

 次のテストの前にプロトタイプを改良する 

関係者全員 トータルで 2時間 

問題点とアクション
プランの優先順位
付け 

 未解決問題の優先順位を付ける 
 最優先で検討すべき問題点と考えられる
点についてディスカッションする 

 問題に対処するためのアクションプランを
作成する 

 問題点を追跡調査する 

1つまたは複数のユー
ザビリティテストに参加し
た人物であれば誰でも
優先順位付けに協力す
ることができる。それ以
外の人物を参加させる
かどうかは開発管理者
やチーム次第 

3時間 

結果の通知 必要に応じて以下の作業を行う 
 優先順位でトップ 10の問題点について要
作を作成する 

 結果をイントラネット上に公開する 
 レポートを作成する 
 結果をプレゼンテーションで発表する 
 ウォークスルービデオを作る 
 インタフェースの仕様を作る 

1～2名のチームメンバ
(これにユーザビリティの
専門家が加わることもあ
る) 

1時間から数日程
度。アクティビティ
の内容によって異
なる 
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第 6章 

課題の設計                                  

 

6.1 課題が満たすべき条件 

課題設計はユーザビリティテストの最も重要な側面のひとつである。単にユーザを観察

するのではなく、ユーザが希望することはすべてインタフェースに盛り込む必要がある。

大切なのは、知りたいことをすべて網羅するような課題を用意することである。 

課題が満たすべき条件を以下に挙げる。 

 選択したユーザプロフィールの主たる目的に適合している 

 製品とビジネスを成功に導く問題事項を網羅している 

 テスト範囲を広げすぎず、狭めすぎず、ほどよく設定している 

 適正な数のソリューションが想定されている 

 ユーザが課題の終わりをはっきりと認識できる 

最初の 2つの条件を満たしていない課題を使用した場合は、正確な情報が得られないか、

時間の無駄に終わる可能性があると考えておけばよい。それ以外の条件について以下で詳

しく述べる。 

 

◆ テスト範囲 

ユーザが現実的な目的を達成し、開発者側が重要な質問事項について答えを得るに

は、課題の範囲をそれなりに広く設定する必要がある。ペーパープロトタイプを使

う場合は、5～30分程度で完了できることを目安に課題の範囲を設定すればよい。 

ユーザビリティテストの未経験者は、画面を個別にテストしようと考えがちである。

たしかに画面は 1つずつデザインするが、だからといってそれらを個別にテストす

るのは賢明ではない。このやり方では、ユーザが特定の作業に取り掛かったときに

しか発生しない問題を洗い出すことはできないだろう。 

◆ ソリューションの適正数 

ペーパープロトタイプを使用する場合、ユーザの考え得るすべての振る舞いをサポ

ートするためには、すべてのプロトタイプピースを作らなければならない。そこで、

課題にある程度の制約を課して、必要な準備作業の量を抑えるとよいだろう。 

ただし、課題には最低でも 1つのソリューションが用意されている必要がある。で

きないと分かっている課題をユーザにやらせるのは避けなければならない。 

◆ はっきりとした終わりの認識 

「このアプリケーションのこのツールを使ってみてください」のような、漠然とし

た課題は避けた方がよい。ユーザは自分が正しい判断をしているかどうかを判断で

きない上に、開発者がユーザの作業を中止させるタイミングを見計らうのも大変で

ある。 
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課題が終わったかどうかはユーザに判断させるべきであり、そのようにできる課題

を設定すべきである。 

 

 

6.2 課題作成のプロセス 

 手順は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下に詳細を述べる 

(1) ユーザの目的を列挙する 

目的リストを作成する。これは、ユーザビリティテストに使うユーザプロフィール

にとって重要な意味を持つ。ユーザはそのインタフェースを使って何をしようとし

ているのか、ユーザにとって重要なことは何か、インタフェースがユーザの業務改

善にいかに貢献するだろうか、ということをリストアップする。表 3 に架空のオン

ライン求人データベースでの例を示す。 

表 3   架空のオンライン求人データベースにおけるユーザの目的の列挙の例 

機能 この機能が必要な理由 
この機能をユーザの目的という視点で

とらえると 

応募資料及び履歴書をア
ップロードする 

ユーザは新しい仕事、より良い仕
事を探したい。しかし、履歴書をオ
ンラインでやり取りすることはこの目
的を達成するための手段でしかな
い 

新しい仕事を見つける上でのこのサービ
スが役に立つかどうかを判断して、時間
を費やすだけの価値がないのであれば、
履歴書をいちいちアップロードしようとは
思わない 

地域別に求人情報を検索
する 

通勤時間は求職者にとって重要な
判断材料である。引っ越ししても構
わないと考える求職者は少ない 

自宅と勤務先の間の移動に時間を浪費
したくないので、無理せずに通勤できる
地域におけるすべての求人情報を集め
たい 

登録者に対して、求人情報
を毎日電子メールで配信
する 

求人倍率の高いマーケットでは、短
時間で多くの求人情報がポスティ
ングされる 

ほかの求職者より前に求人情報を見つ
けて、その会社に一番にコンタクトした
い。それにはどうすればよいだろう 

ユーザを関連情報(履歴書
の書き方、面接のハウツー
など)にナビゲートする 

ユーザは良い仕事にありつく機会
を増やしたいと願っている 

来週月曜日に面接があるが、面接など
長い間受けたことがない。面接ですべき
こと、すべきではないことは何だろう 

(1) インタフェースを使って達成できるユーザの目的を列挙する 

(2) 問題点、リスク、その他、インタフェースに関する質問事項を列挙する 

(3) 質問事項の優先度を決める 

(4) 重要な質問事項を 1 つ以上カバーするユーザの行動を取り上げ、テンプ

レートを使ってそれを課題に変える。そして、すべての質問事項をカバ

ーする課題が揃うまでこのステップを繰り返す 

(5) 課題の順番を決め、テスト時間をすべて埋めるだけの作業量を用意でき

ているかどうかを確認する 

(6) ユーザに対する指示を作成する 

(7) 課題の現実性チェックを行う 
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(2) 質問事項を列挙する 

1つの開発チームが列挙する問題の数は、平均すると 20～30といったところだがこ

れより多くなることもあるだろう。 

以下に例を挙げる。 

 ソース／デスティネーションという言葉をユーザは理解できるだろうか。専門

的すぎはしないだろうか 

 30 日の無料評価期間が過ぎたときのユーザの反応はどうだろう。がっかりす

るのではないだろうか。製品を購入してくれるだろうか。それとも、開発者に

いかりを感じるだろうか 

 見栄えの悪いプレビューを印刷するユーザがいる。代わりに PDF を印刷して

もらうにはどうすればよいだろうか 

 機能一覧表にある、リセット／クリアボタンをユーザは理解してくれるだろう

か 

 パスワードを忘れてテクニカルサポートに問い合わせの電話をかけるユーザ

が多い。これをオンラインで処理するにはどうすればよいだろうか 

(3) 質問事項の優先度を決める 

できるなら、最も大切だと思われる質問事項をユーザに 1人 3つずつ書いてもいい、

その集計結果に従って問題の優先度を決める。あるいは、作成したいくつかの課題

を通じて、手がかりになると思われるユーザの行動を観察するという手段を講じる

ことで、ようやくパターンが見え始めてくる。 

(4) 課題を作成する 

すべての課題について、テンプレート（表 4）を記入する。記入例を表 5に示す。 

 

 

表 4   課題作成テンプレート 

課題番号：<課題名> 

作業目的/出力データ   

入力データ/前提   

操作手順   

熟練のユーザの所要時間   

ユーザに対する指示   

メモ   
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表 5   記入例：曲の購入・ダウンロード用 Webアプリケーション 

課題番号：<課題名> 

作業目的/出力データ ポータブル MP3プレイヤーにユーザが気に入っている 2曲を格納する 

入力データ/前提  MP3プレイヤー 
 課題 1の結果として確認用の電子メールアプリケーションにアクセスする 
 各ユーザが自分の気に入った曲を 1曲選んでいる 

操作手順  目的のサイトにアクセスする 
 ダウンロードページから音楽アプリケーションにアクセスする 
 最初の曲/アーティストを探す 
 デバイスにダウンロードする 
 ハードウェアを検出し、インストールする 
 2つ目の曲/アーティストを探す 
 デバイスへのダウンロードが淡色表示になる 
 3つ目の曲/アーティストを探す 
 デバイスにダウンロードする 

熟練のユーザの所要時間 5分 

ユーザに対する指示 「好きな曲を 10曲選んで、ポータブルMP3プレイヤーにダウンロードして
ください」 

メモ  どのジャンルの曲に興味があって、それをどのような方法で検索したかも
ユーザに質問する。プロトタイプにはユーザの趣味にぴったり合う選択肢
はおそらく用意されていないため、ユーザにはとりあえず彼らにわかる曲
を何か選んでもらう必要がある 

 ユーザが目的の曲を見つけることができなかった場合、彼らはその原因
を理解しているのだろうか 

 最初の曲はデバイスにダウンロードできるが、2曲目はダウンロードできな
い(その原因をユーザが理解できるかどうかを試す) 

 実際には 10曲もダウンロードさせない。2回目のダウンロードが成功した
ら今の手順を使いたいかどうかをユーザに尋ねればよい 

 今の段階では、ユーザがプレイリストには直接触れない。次の課題では、
ユーザがプレイリストの存在に気付くかどうかを観察する 

 ダウンロードできない曲があった理由(法的制限)をユーザは理解してい
るだろうか 

 

 

(5) 課題の数と順番 

テスト用に確保した時間を埋めるだけの課題と、予備の課題が 1つ 2つあればよい

だろう。すべての時間を課題にあてる必要はなく、テスト内容を説明するのに 5～

10分ほどかけてよい。よって、全体の時間は 30～40分程度となる。 

また、ある種のユーザビリティテストでは、すべてのユーザに同じ課題に同じ順番

で取り組んでもらうことに意義がある。しかし、ペーパープロトタイプではインタ

フェースが絶えず改善されているので、すべてのユーザに同じ課題に同じ順番で取

り組んでもらわなくても構わない。 

(6) ユーザに対する指示を書く 
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(7) 手段は伝えず、目的だけ伝える 

ユーザビリティテストの目的は、ユーザがいかにインタフェースにアプローチする

か、そして、そのユーザにとって何が役立つのかを知ることにある。表 6に指示の

良い例と悪い例を挙げる。 

◆ 作業手順を示唆する言葉は使わない 

ユーザに対する指示のなかでは、「メニューオプション」などという具体的な

言葉は使うべきではない。それを使うと、意図しないにもかかわらず、ユーザ

に解決のヒントを与えることになってしまう。 

◆ 口頭で伝えず、文章で伝える 

文章であれば、ユーザは後で繰り返しその内容を確認できる。しかし、簡単な

課題の場合は、口頭で指示を伝えても構わない。 

 

表 6   ユーザに対する指示（良い例と悪い例） 

悪い指示(手順まで説明)  良い説明(目的だけ説明) 

1. Excel を起動します 

2. [ツール]の[アドイン]から[MATLAB]にアクセスし

ます。 

3. インストールされている MATLAB Excel ビルダコ

ンポーネントのリストから新しい関数を作成し、

「my component」から「myclass」をロードします。 

4. 利用可能なメソッドのリストから「myprimes」を選

択します。この関数の入力/出力を次のように設

定します 

5. (オリジナルの課題では設定が 2ページにわたり

続く) 

  動力が作成した Excelのアドイン(MATLAB 

Function Wizard)があります。これを使用すると、

特定のMATLAB関数にアクセスすることができま

す。それを使って、0～25の数字のなかから素数

を探し出してみてほしいと同僚から頼まれました。 

(注：このユーザビリティテストのユーザは Excelに

精通していましたが、製品開発チームは Excel自

体のテストはしていません。したがって「Excelのア

ドイン」という言葉を使っているのは問題ありませ

ん) 

 

 

(8) 課題の現実性チェック 

製品開発チームは、ユーザがなぜそのインタフェースを使うのか、そしてユーザが

それをどう使うのかについてはっきりと理解していないことがときどきある。それ

を知るために、課題の終わりに現実性チェックを行う。課題は実務に則したもので

あるかどうか、何か気付いた点はないかをユーザに尋ねる。現実とはかけ離れてい

るという答えが返ってきたら、その課題は修正または削除する必要がある。現実性

チェックを怠ると、無意味な、あるいは紛らわしいフィードバックしか得られない

危険性がある。 
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第 7章 

プロトタイプの作成                             

 

ここでは、ペーパープロトタイプの作成方法とユーザビリティテスト前のウォークスル

ーについて説明する。プロトタイプの作成とウォークスルーは何度も繰り返し行う。つま

り、各種画面のプロトタイプを作成してはウォークスルーを行い、間違いや不足が見つか

ったら最初からやり直すというプロセスを繰り返す。 

(1) 課題に必要な画面のリストアップ 

作成した課題を実行する過程で必要となるすべての画面をリストアップする。例え

ば、金融 Webサイトで退職金振込口座を開く課題であれば、次のような画面が必要

となる。 

 ブラウザのウィンドウとコントロール 

 ホームページ 

 既存ユーザのログイン 

 新規口座開設画面 

 従来の IRA（Individual Retirement Account：個人退職勘定）とロス IRA の説明 

 口座の概要 

 個人情報の管理方針 

 契約条件 

 退職貯蓄の計算 

 ミューチュアルファンドのスクリーナ 

 

(2) データの準備 

ペーパープロトタイプの規模も現実に合わせる必要がある。オンラインホームセン

ターで 37 種類のコードレスドリルを販売する予定でありながら、テストだから 3

種類だけでよいだろうなどと妥協すると、ドリルのページはそれなりのデザインに

なってしまい、現実とスケールがずれてしまう危険性がある。こうならないように、

データの準備を忘れないようにしたい。 

(3) 作業を分担する 

作成が必要な画面のリストをチームメンバに見てもらい、どの画面を作成したいか

希望を出して、作業を分担する。チームメンバが少ない場合は、1～2 人で 1つの画

面を作成してもよいだろう。 
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(4) 手描きとスクリーンショット 

手描きとスクリーンショットのどちらがよいかは、次の 4つの点を考慮する必要が

ある。 

◆ 変更規模はどの程度と予想されるか 

オペレーティングシステムの画面など、変更できない画面についてはスクリー

ンショットを使用するとよいだろう。しかし、変更される予定の画面について

は、スクリーンショットを使うと手描きの変更部分が目立ってしまうので、手

描きで作成したほうがよいかもしれない。 

◆ 作業が早く進むのはどちらか 

スクリーンショットからプロトタイプを作成したほうが早いように思えるが、

実際にはそうでないことも多くある。特に、簡単な画面の場合は画面をスケッ

チしたほうが手っ取り早いこともあるので、冷静に考えたほうがよい。 

◆ データをどこから入手するか 

インタフェースがデータベースの情報を表示するものであり、利用可能なデー

タベースが身近にある場合、現実に則したデータを入手したいのであれば、ス

クリーンショットを印刷するのがおそらく最も簡単だろう。一方、データを自

分で用意しなければならない場合は、手描きの画面を作成したほうが早いこと

もある。 

◆ プリントアウトの品質はどうか 

スクリーンショットのプリントアウトは読みづらいことがある。スクリーンシ

ョットで満足のいく品質が得られない場合は、手描きで作成したほうが簡単な

場合もある。 

 

(5) 手描きプロトタイプ作成上のヒント 

手描きで画面を作成する際は、以下に示すヒントに従って、あまり時間をかけすぎ

ないように注意する必要がある。 

◆ 見た目にこだわらない 

ペーパープロトタイプは、それが何か分かりさえすればよいので、見た目にあ

まりこだわる必要はない。定規を使わずフリーハンドで書いても構わない。テ

スト後すぐに修正する可能性は大いにあるので、解決すべき問題が明らかにな

るまで待っていたほうが得策である。 

◆ モノクロで十分 

デザインの本質的欠陥は色ではごまかせず、むしろ、最初はモノクロでインタ

フェースをデザインしたほうがよい。 
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◆ サイズはほとんど気にしなくてよい 

プロトタイプのデータ入力フィールドは、ユーザがそこに無理なく字を書き込

めるだけの大きさにする。また、実際よりも少し大きめにプロトタイプを作成

すると、ユーザの操作が観察しやすくなる。この 2点さえ押さえておけば、あ

とはサイズのことを気にする必要はない。ただし、デザインの一貫性は維持し

なければならない。 

 

(6) グリーキングと簡略化 

グリーキングとは、テキスト部分を無意味な文字の羅列で表わすことである。ペー

パープロトタイプでは、無意味な文字列の代わりに波線を使う。グリーキングを使

用する 3つの理由を以下に挙げる。 

 インタフェースのデザインが完成していない 

 観察対象外の部分を簡略化する 

 ユーザがコンテンツに気を奪われるのを防ぐ 

 

(7) ユーザの行動を予測し、必要なだけプロトタイプを用意する 

課題に取り組むユーザの間違った行動の種類はほぼ無限にある。そして正しい方法

も 1つとはかぎらない。ユーザが当然取ると思われる行動に対応できるだけのプロ

トタイプを用意しておく必要があるが、ユーザビリティテストで起こりうるすべて

の状況を予想する必要はない。 

最初のプロトタイプの作成であれば、さほど労力を注ぎ込む必要はない。完成度の

およその目安としては、内輪で行う最初のウォークスルーまでに 50%程度、最初の

ユーザビリティテストまでに 80～90%を目指せばよい。いずれ変更しなければなら

ないことがわかっているインタフェースの完成度を 100%まで上げたとしたら、そ

れは無駄以外の何ものでもない。 

 

(8) 内部的ウォークスルー 

内部的ウォークスルーとは、製品開発チームがペーパープロトタイプを使ったユー

ザビリティテストを実施するのに役立つ作業のことである。ウォークスルーは、プ

ロトタイプと課題を使用するという点ではユーザビリティテストに似ているが、外

部のユーザは参加しない。代わりに、チームメンバの 1人が熟練ユーザとして参加

し、製品開発チームが想定した手順に従って課題を実行する。 

ウォークスルーには予行演習の一面もあり、開発チームにとっては次のようなメリ

ットがある。 

 作成しなければならないプロトタイプのパーツを見つけることができる 

 ユーザが通りそうな作業手順（間違った手順も含む）を確認できる 

 インタフェースの意図された動作を確認できる。これは、ドキュメント作成や

トレーニングに携わるスタッフ、あるいは開発チームに途中から参加したメン

バにとって特に意義がある 
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 コンピュータ役にとって、プロトタイプの部品（紙片）を操作する練習になる 

 技術的な実現可能性に関する問題を洗い出すことができる。通常はウォークス

ルー後に調査を行う 

ウォークスルーを行うには、プロトタイプを広げるのに十分な広さのテーブルが必

要である。参加者には次の役割を割り当てる。 

◆ コンピュータ役 

プロトタイプを構成するすべての紙片を手元に置き、状況にあった画面を再現

する人物 

◆ 熟練ユーザ 

製品開発チームのメンバがこの役割を担当する。インタフェースを理解してい

る熟練ユーザならそうするだろうという方法で課題を実行する。想像を絶する

間違い、常識では理解できない突飛な行動をする必要はない 

◆ 書記 

議題に上がった問題点、疑問、不足しているプロトタイプをすべて記録する。

すべての問題点のリストを作成し、ウォークスルー後に取り組むことができる

ようにするのが書記の役割である。小規模のチームではほかの人物が書記を兼

ねてもよい 

◆ 進行役 

厳密に言うと、ウォークスルーでは進行役を置く必要はない。しかし、ウォー

クスルーをリードする進行役を指名し、大きく脱線しないように目を光らせて

もらうのも良い。 

 

 

 

第 8章 

ユーザビリティテストにおける進行役               

 

8.1 進行役の務め 

ユーザビリティテストの進行役が一般に行う作業の概要を次に示す。 

 

(1) ユーザを部屋に招き入れる前に、同席する観察者に対して行動上の注意事項、観察

対象、およびメモの取り方を説明する（第 10章と第 11章を参照） 

(2) ユーザを出迎え、簡単な説明を行う 

(3) ユーザをテストルームに案内し、コンピュータ役と観察者を紹介する 
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(4) ユーザに自己紹介してもらい、彼らの背景情報を簡単に確認する 

(5) ペーパープロトタイプの操作方法、作業方法、発話思考など、テストの実施方法に

ついて説明する 

(6) ユーザに課題に取り組んでもらい、必要に応じてユーザと話をする 

(7) 各課題の時間経過に注意し、観察者が最も関心を持っている分野をカバーできるよ

うに配慮する 

(8) （必要に応じて）簡単な質疑応答の時間を用意し、ユーザおよび観察者を交えて、

テスト中に生じた興味深い問題についての話し合いや、問題ではカバーできなかっ

た質問をしたりする 

(9) テストを時間どおりに終了する 

(10) ユーザに感謝の意を示し、部屋の外まで見送る 

(11) 観察者と事後ミーティングを行う。問題点を挙げ、次のテストまでにプロトタイ

プを変更する（この作業は進行役ではなく、コアチームのメンバが行ってもよい） 

 

 

8.2 進行役の役割 

どんなユーザビリティテストでも、進行役は数多くの判断を迫られる。例えば、操作 

に行き詰っているユーザの様子をどの程度まで見守るか、いつ、どのようにしてユーザ 

にヒントを与えるか、課題を完了するには時間が足りない場合にどうするか、などであ 

る。優れた進行役であるために何が求められるかは、自分自身を 3つの立場に置いて考 

えるとよい。 

(1) 客室乗務員：テスト参加者の身体的、心理的、感情的な安全を確保する 

進行役はテストが参加者にとって不快なものにならないように配慮する必要があ

る。ユーザのストレスの兆候をテスト全体にわたって監視し、必要に応じて安心さ

せたり手伝ったりする。進行役が第一に心がけるべきことは、ユーザが困難に出会

ったとしても、そして困難に出会った時こそ、頑張って操作し続けてもらうように

することである。 

(2) 実況中継者：ユーザから観察者への情報の流れを大きく促す 

実況中継者の役割は、開発チームのメンバである観察者の要求に答えることである。

一番の仕事は、観察者が、テストから可能な限り有用な情報を引き出せるようにす

ることである。一般的な方法として、「発話思考プロトコル」がある。これは、ユ

ーザが課題を操作するときに、頭に浮かんだ考えを言葉にしてもらうというもので

ある。しかし、これは日常生活における自然な行動ではなく、大半のユーザはそれ

を完全に行うことはできない。では、どうすればもっと自然になるだろうか。それ
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は、作業中のユーザに話しかけることである。ただし、進行役は、同意したり、異

なる見解を述べたり、説明するのではなく、質問したり、よく考えるように励まし

たりして、インタフェースとその設計者に対しては中立の立場を守ることが必要で

ある。以下に、実況中継者の役割の秘訣を示す。 

 質問を促すが、質問には答えない 

 ユーザが使う言葉を使う 

 自由形式の質問をする 

 言葉にならない言葉の意味をくみ取る 

 わずかな時間も活用する 

 口を閉じるタイミングを心得る 

 課題を終了するタイミングはユーザにまかせる 

 状況を見て課題を早めに切り上げる 

 課題の合間に質問を許可する 

(3) 科学者：データの完全性を最大限に維持する 

観察メモ、撮影ビデオ、課題の内容、テスト手順のどれを見ても矛盾のない完全な

データが得られるように配慮する。また、客観性を維持し、収集したデータに対す

る諸々の悪影響を最小化するように努める。 

 

 

 

第 9章 

進め方の詳細                                 
 

9.1 テストに必要な設備 

ペーパープロトタイプのテストに専用のユーザビリティラボは必要ない。本当に必要な

のは、テストに集中させるためにドアが閉まる部屋と、ユーザとコンピュータ役のやり取

りに必要なプロトタイプを広げるだけの大きさがあるテーブルだけである。 

 

 

9.2 座席位置 

コンピュータ役はユーザと反対側、進行役はユーザの隣またはテーブルの反対側のコン

ピュータ役の隣である。観察者をユーザの後ろに座らせることは避けなければならない。

誰かが後ろにいるとユーザは落ち着かないものである。図 6に座席位置の例を示す。 
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図 6   ペーパープロトタイプの座席配置の例 

（C：コンピュータ役、F：進行役、O：観察者、U：ユーザ） 

 

 

9.3 ユーザとの接し方 

◆ ユーザを出迎える 

ユーザが到着したら、テストを行う部屋の中の様子を簡単に説明しておく。そして、

最初の 2、3分はテストの雰囲気作りにあてる。プロとしての誇りを持ち、しかし、

リラックスしたフレンドリな態度でユーザに接する。この準備段階で説明すべき項

目とその具体例を表 7に示す。 

◆ テストルームにおいて 

ユーザが入室したときには、既に観察者が入室していて、テーブルの上にはプロト

タイプが設置され、開始画面として使用することを決めた画面が表示されている状

態にしておく。テストの説明についての詳細と話の具体例は表 8に示す。 
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表 7   テスト前の打ち合わせ 

トピック チェックリスト 話の具体例(せりふ) 

挨拶および
紹介 

 ユーザをもてなす(コートを掛ける、飲
み物を出す、何か質問が無いか尋ね
るなど) 

 自己紹介及び会社の紹介をする 
 テスト対象のインタフェースを説明する 
 ユーザに同意書を渡す(事前にユーザ
に送付しておき、当日持参してもらうと
よい) 

 テストの目的を説明する 
 ペーパープロトタイピングの概念を説明
する 

「本日はご足労いただきましてありがとうございます。私は
Carolyn Snyder と申します。フリーのコンサルタントで、今
回のようなユーザビリティテストのアドバイスをするのが私
の役目です。ここ[会社名]では、[作業内容]に役立つ[タ
ーゲット市場]向けの製品を開発しています。お渡しした
書類をご覧ください。テストの趣旨をご説明します。本日
のテストの目的は、開発中の製品のインタフェースをより
ユーザフレンドリなものにするために、解決すべき問題点
を洗い出すことにあります。ただし、驚かれるかもしれませ
んが、この作業ではコンピュータは使いません。ここにある
紙の画面を使います。そして、ここにいる Carlがコンピュ
ータ役を務めます」 

ユーザの 
役割 

 ユーザ 2人で共同発見的テストをする
場合は、お互いを紹介する。 

 ユーザに何を期待しているかを説明す
る 

 専門家の代表として来ているのだという
ことをユーザに再認識してもらう 

「Frank さん、こちらは Ernest さんです。お 2人で一緒に
作業をしてもらいます。今回用意した課題は、ターゲット
ユーザの日常業務の中で人々がどのようなことをするの
かを想定して用意されたものです。[例を説明する。]何
が分かりやすく、何が分かりづらいか、思い通りに操作で
きたかどうかなどを私たちにお話しください。お 2人をここ
にお招きしたのは、[専門分野]の知識をお持ちだからで
す。良い製品づくりに役立つ専門家としての意見をお聞
かせください」 

対人関係  観察者がテストに同席するかどうか、ビ
デオ撮影するかどうか明らかにする 

 テスト対象はインタフェースであって、
ユーザではないということを説明する 

 問題に直面しても大丈夫であるとユー
ザに説明して安心してもらう 

 テストの意義を説明し、ユーザの協力
に対する謝意を表す 

「開発チームのメンバ 5、6人が同席します。彼らは何も
発言せず、静かに観察してメモを取ります。ビデオ撮影は
行いません。私たちがテストするのはインタフェースであ
て皆さんではありません。操作の途中で問題に直面する
ことがあるかもしれませんが、心配しないでください。皆さ
んが問題に直面するということは、インタフェースに何らか
の不備があって修正が必要だという証拠です。私は隣に
座っているので、何か用があるときは声を掛けてくださ
い。今朝、最初のテストを行いましたが、多くの発見があ
り、既に数カ所の修正を加えています。本日はテストにご
参加いただき、誠にありがとうございます」 

テストの性
質およびテ
スト結果の
扱いを説明
する 

 テストに使うプロトタイプが不感染なもの
である k とを先に断っておく(問題が見
つかるのはむしろ良いことなのだと説明
する) 

 テスト後にデザインが変更されるという
ことを説明する 

 ユーザの提案は参考にするが、それを
採用するかどうかは分からないと説明
する(ユーザが顧客の場合は特に重
要) 

「プロトタイプには手直しの必要な部分が残っており、それ
をどうすべきか答えはまだ出ていません。いくつかの箇所
が未完成のままです。デザインを固める前に、このデザイ
ンで本当に機能するかどうかの情報が欲しいのです。私
たちは今回のようなテストを今後も何回か実行する予定
で、最終的なインタフェースは本日のものと違ったものに
なる可能性があります。インタフェースに反映できるかど
うかは現時点ではお約束できませんが、ご提案がありまし
たら、ぜひご意見をお聞かせください。一連のテストが終
了したら、皆さんのご意見を判断材料として、次期リリー
スの開発項目の優先順位を決定します」 

書類 
その他 

 同意書に署名してもらう 
 謝礼を支払う(テストの後で支払うこと
になっている場合は別) 

 テストルームまでユーザを案内する 

「本日のテストについて何かご質問はありませんか。なけ
れば、この書類にご署名をお願いします。時間どおりにお
越しいただきましたので、先に本日分の謝礼をお支払い
いたします。何らかの原因で終了時間までに完了できな
かった場合でも、謝礼はそのままお持ちください」 
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表 8   テストの説明 

トピック チェックリスト 話の具体例(せりふ) 

はじめに  ユーザをプロトタイプの前に座らせる 
 観察者に自己紹介をしてもらう 
 ユーザを紹介する 
 ユーザに自分の経歴に関する 2、3の
質問に答えてもらう 

「Frank さん、Ernest さん、こちらにおかけください。先に、
スタッフの自己紹介をさせていただきます」 
「Frank さんは、MegaBank社で上級ネットワーク管理者
をしていらっしゃるんですよね。サポートしているエンドユ
ーザの数や使用しているデータセキュリティ製品など、ご
自分のお仕事について簡単に説明して頂けますか」
(Ernest さんについても同様の紹介をする) 
「Frank さんと Ernest さんについてほかに質問はありませ
んか。なければ、テストの説明に移りたいと思います」 

ペーパープ
ロトタイプの
説明 

 ユーザが見ているもの(通常はサイ ト
やアプリケーションの開始画面)につい
て説明する 

 (必要に応じて)コンピュータ使用歴の
乏しいユーザには、ブラウザボタンのよ
うな見慣れたものを指して、使用してい
るコンピュータのものを多少見た目が
違うかもしれないが機能は同じであると
説明する 

「先ほどお話ししたように、これが今回使っていただくWeb
アプリケーションのペーパープロトタイプです。ブラウザに
[URL].com と入力して開いたのがこのページであるとお考
えください。ここから作業を開始していただきます」 
(必要に応じて)「ご自宅では AOLを使っていらっしゃいま
すよね。この[進む(forward)]ボタンと[戻る(back)]ボタン
は、見た目は多少違いますが、AOLのボタンと機能は同
じです。使い方に迷った場合は、どうぞお気軽にお尋ねく
ださい」 

プロトタイプ
とコンピュー
タ役のやり
取り 

 コンピュータ役を紹介する 
 プロトタイプの操作方法を説明する(共
同発見的テストの場合はユーザ同士
のやり取りのしかたも説明する) 

 作業中に考えていることを口にしてもら
うこと(発話思考法)と、質問のしかたを
説明する 

 (必要に応じて)すべてのインタフェース
機能(ドラッグ&ドロップなど)が利用でき
ることを伝えておく 

 (必要に応じて)印刷マニュアルの該当
ページを指し示す。または、ヘルプシス
テムが用意されていることを伝える 

「ここにいる Carlがコンピュータ役を務めます。とても優秀
なコンピュータに見えるかもしれませんが、彼には音声認
識機能も人工知能も付いていません。機会は話すことが
できないので、Carlが何かを説明するということは一切あ
りません。何か操作をする場合は、実際のコンピュータを
扱う場合のようにプロトタイプとやり取りする必要がありま
す。リンクやボタンをクリックするには、指先で軽くその場
所を叩いてください。このテープが貼ってあるところは、そ
こに何かを入力できるという意味です。そして、これがキ
ーボードです(ペンを渡す)。テープの上に文字を書いてく
ださい。 
2人で一緒に作業をしてもらうので、何かを行う際はお互
いに話し合ってください。何かを行うのに複数のやり方が
あって、お互いの意見が一致しない場合はそれで結構で
す。何が分かって何が分からないかを、また、頭に浮か
んだ疑問点を私たちに教えてください。質問は大いに歓
迎しますが、すぐには回答できないこともあります。それ
は、そもそもこのテストの目的が、皆さんから質問をいた
だき、それに対する回答をしてインタフェースに修正を加
えることだからです」 
(必要に応じて)「ペーパープロトタイプであっても、ドラッグ
&ドロップやショートカットで使えるものはすべて使えるもの
とお考えください。ヘルプ機能も使用できることにします」 

ユーザの役
割 

 テスト対象はユーザではなくインタフェ
ースであると説明する 

 終了時刻を確認し、いつでも作業を中
止したり、休憩を取ったりできることを伝
える 

「私たちが今回テストするのはインタフェースであって、お
2人のことではありません。作業は 4:00 ちょうどに終了し
ますが、途中、作業を中止したり休憩を取ったりしたい場
合は、いつでもその旨をお伝えください。準備はいいです
か？」 

最初の課
題を開始す
る 

 ユーザに最初の課題を渡す 
 課題が分かりづらい場合は説明する 
 必要であれば、ユーザにプロトタイプと
のやり取りを始めるように促す 

「これがお願いする最初の課題です。1分でこれを読ん
で、理解できたかどうか教えてください。課題の内容が理
解できたら、準備ができ次第、最初に何をするつもりか私
たちに説明してください」 
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9.4 コンピュータ役のやるべきこと 

コンピュータ役は、自分はプログラムされたことしかできない機械なのだと終始思 

い続けていなければならない。 

◆ ユーザの入力に正しく反応する 

開発者は処理過程に注目しがちであるが、結局、そこは内部的にコーディングされ

る部分である。主に入出力だけを扱うユーザにとっては、入出力に関する部分がプ

ロトタイプで正確に表現されていることが重要なのである。 

◆ ユーザより先に行動しない 

次に表示される画面をユーザが覚えてしまった場合、あるいはその画面に到達する

までの過程をユーザが完璧に把握している場合を除き、通常は、先走った行動は避

ける。 

◆ 会話を避ける 

コンピュータ役は、ユーザからの質問に答えてはならない。これに対応するのは進

行役の仕事だからである（気まずさを感じたら、「すみません、コンピュータなの

で話すことができないのです」と説明する）。ただし、コンピュータ役が話すのが

適切な状況もある。それは次のような状況である。 

 行動しているのか考えごとをしているのか区別したい場合 

ユーザは次の行動を思いあぐねているとき、無意識にプロトタイプを指差して

いることがよくある。その場合は、コンピュータ役（または進行役）が「考え

ごとをしているのですか、それとも何かしているのですか」と尋ねても構わな

い。 

 ユーザが見ているものを明確にしたい場合 

プロトタイプが乱雑すぎてユーザが読めない場合や、紙で表現しづらいものが

ある場合は、ユーザが見ているものが何であるかを説明しても構わない。ただ

し、理由を説明してはならない（「そのボタンはグレーです」というのは構わ

ないが、「そのボタンはグレーです、なぜならまだレコードが選択されていな

いからです」のような説明は避ける）。 

 口頭でエラーメッセージを伝える場合 
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9.5 ペーパープロトタイプの進め方 

ペーパープロトタイプテストでの進行役の役目は、基本的にはほかのユーザビリティテ

ストと同じであるが、紙を使うということで、いくつかの相違点がある。 

◆ 説明ではなく、実際に操作をしてもらう 

考えを口に出すように指示されたユーザは、「ここからやり直します」といった説

明をすることがよくある。その場合、やり直しの過程も実際に操作してもらう。 

◆ プロトタイプには書き込みをしても構わないことを告げる 

プロトタイプに書き込むことを嫌うユーザもいる。付箋紙、透明シート、プロトタ

イプなどに直接書き込んでほしいという希望をユーザに繰り返し説明する。 

◆ コンピュータ役がミスをしないように監視する 

進行役は、コンピュータ役の反応を監視し続け、間違いに気付いたら、「それでい

いの？」「画面を変えない？」などの短い言葉でコンピュータ役に注意を促す必要

がある。 

◆ 有効な(しかし予想外の)ユーザの行動にも対応する 

検索エンジンにまったく予想していなかった単語を入力するなど、間違ったとはい

えないまでも、意外な行動を示すユーザもいる。その場合は、それも正しい方法の

ひとつだと認めた上で、「別の方法もあるのでそれも探してください」とユーザに

指示するとよい。あるいは、必要な画面をその場でスケッチするか、用意しておい

た画面のひとつに修正を加えるなどして対応することも考えられる。 

◆ ペーパープロトタイプがクラッシュしたら休憩を入れる 

ごく稀に、開発チームにとって悪夢のような操作をやってのけるユーザもいる。コ

ンピュータ役がその場に居合わせたデザイナのほうを見て「こうなった場合、どう

すればいいの？」と尋ねるようであれば、間違いなく緊急事態である。このような

場合、少し休憩を取り、その間、開発チームには別の場所で善後策を相談してもら

う。 

◆ 状況を見て質問に回答する 

ユーザはときに、予想外の問題提起をしてくれることがある。それが重要なことで

あり、当日予定している課題でカバーできないことであれば、素直にそう回答する。 

 

 

9.6 テストの締めくくり方 

時間が足りなくて最後の課題を完了できそうにないことがある。そのような場合、課題

を完了できるように、コンピュータ役に残りのステップを実演してもらう。その実演を見

て何か驚いた様子であれば、そのことについてユーザにコメントしてもらう。 
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9.7 修正を積み重ねてより良いプロトタイプに 

ペーパープロトタイピングでは問題が存在することが明らかであればすぐに修正する

ことができる。プロトタイプのデザインと課題の内容はテストごとに違っていても構わな

い。 

では、実際にペーパープロトタイプで問題を発見した場合はどうすればよいか。小さな

問題であればその場ですぐに修正できる。大きな問題であれば（あるいはそれが本当に問

題であるかどうか判断がつかない場合には）、テストが終わるまで待つ。 

 

 

 

第 10章 

観察者                                      

 

10.1 ユーザビリティテスト観察者のルール 

観察者が好き勝手にユーザとやり取りすることを認めてしまうと、間違いなくテストは

失敗するだろう。ユーザビリティテストを観察する人は皆、一連のルールを守ることが求

められる。以下のルールは、テスト参加者が受けるストレスを最小限に抑え、ユーザビリ

ティテストから最大限の情報を得ることを目的としている。 

 テストの間はじっとしている 

 ユーザの操作中は静かにしている 

 自分の身ぶりや表情を自覚する 

 課題の数を明らかにしない 

 ユーザを手伝わない 

 「設計に関する質問」は避ける 

 参加者と得られたデータの守秘義務を守る 

 

 

10.2 観察者とユーザの対話：質問の回避 

観察者がユーザに直接質問することはさまざまな理由から大事である。しかし、質 

問には良い質問と悪い質問がある。悪い質問とは以下のようなものである。 

◆ 答えが明らかな質問 

×「〔パージ〕はすべてのレコードを削除する機能だということがすぐにわかりま

したか？」 

○「〔パージ〕は何をするものだと思いましたか？」 



 

31 
 

◆ フォーカスグループ（グループインタビュー）で行うような質問 

×「この製品にいくらなら支払いますか？」 

◆ ユーザに想像させるような質問 

×「Xと Yをしたらどうなるでしょうか。その方がよいと思いますか？」 

◆ ユーザに認知過程を説明させる質問 

×「サインアップボタンをクリックしたのは、それが黄色だったからですか？」 

 

 

10.3 観察者がすべきこと 

観察者がしなければならない重要な作業が 1 つある。それは、メモを取ることである。

良いメモの取り方と、取ったメモの利用方法については第 11章で説明する。 

 

 

 

第 11章 

データ収集、解析の方法、アクションプランの作成   
 

11.1 データの収集 

メモを取ることで事後ミーティングに必要な情報を大量に収集できる上、必然的にユー

ザの行動に集中できるようになる。では、観察者は何を観察するべきか。以下にその例を

示す。 

 ユーザが混乱した箇所 

 ユーザが用語を理解できなった箇所 

 ユーザが概念を誤解した箇所 

 ユーザが口にしたコメント 

 インタフェースで適切に動作した内容 

 

 

11.2 メモの取り方 

正しいメモの取り方というものがあるわけではない。ただし、あいまいな言い回しがあ

ると観察、推論、見解の違いが分かりづらくなり、メモの内容がほかの人に間違って解釈

される恐れが高まる(推論や見解をメモする場合、「???」や「idea」などの目印をつけて、

これは自分の考えにすぎず、事実に反する可能性があるということが一目でわかるように

するなどの工夫が必要である)。表 9に、旅行サイトのテスト観察例を示す。 
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◆ ノートパソコンと手書き 

どちらでも良いが、タイピングが早ければノートパソコンの方が、格段に多くの情

報を収集できる。次の条件を満たす限り、ノートパソコンで取るメモは役に立つこ

とであろう。 

 静かにタイプする 

タイプする音が小さければ小さいほど、気が散らなくて済む。 

 絶えずタイプし続ける 

静かな室内で突然キーボードをたたき出したなら、ユーザは、自分が何か興味

を引くことをしたのかと警戒してしまう。 

◆ コンテキストを含める 

コンテキストは、質問をしてからその答えを聞くまでの間に起きたことを再現する

のに必要である。ここでいうコンテキストとは、ユーザが見ている画面や入力して

いるデータを意味する。進行役の言葉も書き留めるとよいだろう。進行役の言葉を

書き留めることで、自発的なコメントなのか、質問に対する答えなのかを区別でき

る。普通は前者の方が重要である。 

 

表 9   旅行サイトのテストの観察例 

観察 解説 

次の旅行を予約できるか？バリントンでの結婚式に参
列するため 9月にシカゴに行く。友達にアメリスイーツ
というホテルを勧められた。彼はほかにどんな要因を
考慮するだろうか？ユーザコメント。プールがあるとよ
い。車を運転していくつもりなはないので、レストランが
必要だ。空港へのシャトルサービスのあった方が良
い。価格をユーザに聞いてみた。答えは「休暇でない
ので$100以下が希望」 

筆者(C.Snyder)は、この類の話言葉は要約することが多い。
ユーザが挙げている要因は、彼がこの課題に取り組む方法
の背景情報を示すものであるが、このケースの場合、彼の
言葉をそっくりそのまま記録することはそれほど重要ではな
い 

「NW suburbs」をクリックする。「イリノイ州の北西部に
あるホテルが 43件リストアップされた。自分が泊まる
アメリスイーツの情報は検索結果の 1ページ目にある
はずだ」。彼は実際に検索にトライする 

「検索にトライする」という様子は観察だが、その理由は推論
である。このケースでは、この後に続くユーザの行動により、
その推論が正しいことが証明されるが、それまでは推論にす
ぎない 

都市名に「barrington」と入力する。「スペルが間違っ
ていたら困るな」。旅行の日程は決まっており、それを
検索条件として入力する 

「旅行の日程は決まっている」という表現は、推論のようにも
思える。しかし、テストの初期の段階で彼は日程を述べてい
るので、テスト全体のコンテキストで考えると、これは実際に
は観察である。このメモをレポートにまとめる場合は、「ユー
ザは最初の段階で日程について述べた」、「ユーザはその
日程を検索条件に含めた」という 2つの事実を書き添えて、
それが観察であることを明白にする 

検索条件に一致するものが見つからなかった。コメント
「アメリスイーツのスペルを間違えたか、アメリスイーツ
がバリントンにないのかもしれない」。 
ホテル名を消すと、バリントンの宿泊施設が 1つ見つ
かった 

ユーザの独り言がなかったら、「これは単なるスペルミスか
な？」という推論を書いていたであろう。彼に質問した場合
は、「スペルについてたずねた」と記述する 
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11.3 事後ミーティング：問題点の優先度の決定 

ユーザビリティ調査が終わったら製品開発チームを集め、分かったことを整理する 

ことが重要である。各テストの後に問題点をリストアップしたり、プロトタイプに変 

更を加えていた場合でも、一歩下がって大局的に事態を把握することはやはり効果的 

である。これは事後ミーティングで行う。 

◆ アフィニティ図式 

「アフィニティ図式」と呼ばれる手法は、大量の情報を持つ人が何人かいて、その

情報を分類し、優先度を決めなければならない場合に効果的である。そのプロセス

を図 7、具体的なイメージを図 8に示す。 

 

図 7   アフィニティ図式の作業プロセス 

1. 観察者は各自のメモを調べて、次のリリースの成功に最も重要だと思われる未解決の問題点を特
定する。その内容を、「1つの問題点につき1枚」のインデックスカード（または付箋紙）に記入する。
テストの数によって各観察者のカードの枚数を制限してもよい。1つのテストあたり約5枚が目安とな
る

2. すべてのカードを壁一面にランダムに貼りつける

3. 皆ですべてのカードを読む。重複する内容や、以降のプロトタイプ変更で解決された問題点があっ
ても気にしない。それらの問題点も含めておく（バリエーション：自分が書いた問題点と全く同じ問題
点が記入されているカードを見つけた場合は、「自分の」カードを外してもよい。ただし、ほかの人が
書いたカードを外してはならない）。ほかにも問題点を思いついた場合は、カードを追加しても構わ
ない。

4. カードをグループに分類する。このとき、「ディスカッションはしない」（ディスカッションしても良い結果
が得られるとは限らない上、所要時間は確実に長くなる）。どのカードがどのグループに含まれてい
るかをはっきりさせるため、グループ同士は十分に離す。グループの分類に同意できない場合は、
カードを自由に移動してよい。次に、さらに分割可能な大きなグループや、同じテーマを持つ小さな
グループに着目する。すべてのカードがグループに分類され（カードが1枚や2枚だけのグループが
あっても構わない）、グループにこれ以上の変更を加える人がいなければ、このステップは終了する。

5. 付箋紙（筆者がよく使うのは黄色）にカードグループの名前を書く。名前はグループのテーマを表す
ものでなければならない。誰がどのグループに名前をつけてもよい。また、1つのグループに複数の

名前の候補が挙げられてもよい。ただし、自分が考えていたグループの名前が既にあった場合は、
同じ名前の付箋紙を貼る必要はない。

6. 皆ですべてのグループ名を読む。「次のリリースの成功に最も影響する」と思われる3つのグループ
を、各自がメモ用紙に記入する。「3つのグループしか解決できる時間がない場合に、どの3つを選
ぶだろうか?」と自問する。その作業を自分でするのか、ほかの人がするのかは意識せずに、上位3
つを選ぶようにする。この優先度はプロジェクト全体のものであって、個人のTo-Doリストではない。

7. 投票：選択した3つの項目について、その順番を決める。1番が最も重要な項目である。付箋紙に対
して、3番目に重要な項目にはX、2番目に重要な項目にはXX、1番重要な項目にはXXXのマークを
記入する。

8. マークを記入したすべての付箋紙を集める。Xの数は、問題点のカテゴリの優先度に関する同意の
程度を示している。重複するカテゴリがある場合は、それをひとまとめにする。（1つのグループはもう
1つのグループのサブセットだからという理由で、2つのカテゴリをまとめることに反対がある場合は、
そのまま別々にしておいたほうがよい）

9. 「この優先度を了承していただけますか?」と質問して、結果の適切さを確認する。異論があれば話
し合う。

10.優先リストの先頭から始める。カテゴリごとに、観察内容、発見、残っている問題点を解決する方法
（参加者が該当する場合）を話し合う。
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図 8   アフィニティ図式 

各自の観察結果をグループに分類する 

 

 

11.4 アクションプラン 

ユーザビリティ調査で見つけた問題をすべて修正することなどできないと言っても 

過言ではない。すべての人にとって、完璧に動作するインタフェースを作ろうとする 

ことは、現実的ではない。結局は、得られるものが少なくなったところで作業をスト 

ップすることになる。アクションプランについて話し合う場合は、以下のことを念頭 

に置くと良い。 

◆ 現実的に考える 

ペーパープロトタイピングのひとつの欠点は、現実には実装できない方法でプロト

タイプ内の問題点を修正できてしまうことである。インタフェースに対する変更が

実装可能なものなのかどうかは、議論に値する。 

◆ 問題点を「すぐに」と「後で」にわける 

効果的なのは、「これらの問題点のうち、次のリリースの成功にとって重要なもの

はどれか？」という質問である。そのチェックをパスしないものはすべて、低い優

先度をつける。 

◆ ユーザビリティの問題点にかかる時間を考慮する 

ユーザビリティテストについて問題なのは、見つけた問題点を解決するのにかかる

時間を前もって知るのが難しいことである。これを管理するには、ユーザビリティ

テストで見つかった問題点に対処するための時間をあらかじめ設定しておくとい

う方法がある。限られた時間の中で可能な限り問題点を解決するのである。 

 

 


