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１．はじめに 

   「UX」が語られだして、どのくらいたつでしょう。 

 「UI」「ユーザビリティ」という用語もありますね。他にも・・・・ 

 

 

            図１：様々な関連用語 

 

 では、 

  「UI」とはなに？ 

  「UX」とはなに？ 

  「ユーザビリティ」とはなに？ 

 と聞かれて、答えられるでしょうか。 

  

 多くの方は、なんとなく、感覚でこれらの用語を捉えているのだと思います。 

 本資料では、これら曖昧なままにしている用語を明確にしていきます。 
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２．「UI」、昔から存在する用語 

  人が道具を、モノを利用する場合、そこに「UI」が必ず存在します。 

 

 「UI（User Interface）」とは、 

   人とモノとの間にあるインターフェースです。 

   人は“インターフェース”を通してモノを利用します。 

 

 

               図２：UI（User Interface） 

 

 麺を“フォーク”で食べてもいいし、“箸”で食べてもいい。でも、“スプー 

  ン”では食べづらいでしょう。 

 

 これが「UI」。「UI」は「具体的な手段」です。 

 

 人によって、フォークが食べやすいかも知れませんし、「私は絶対に“箸”！」 

 という人もいるかも知れません。 
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 ベトナムに行ったとき、どうしてもカップ麺が食べたくなり、コンビニで買 

 いました。ホテルに戻ってみると、フォークも箸も付いていません。日本の 

 感覚で当たり前に付いてくると思うのが間違いなんですね。  

 仕方なく、ホテルにあったコーヒー用の“スプーン”で食べましたが、食べ 

 づらい。麺の UIとしては成り立たない。 

 

 「UI」は、まさにユーザーとモノを取り持つ相互作用の部分であり、「具体的 

 な手段」。ですので、名前が付くことがあります。 

 

 コンピューター業界で言えば、PC（パソコン）が登場し、Windowsが登場し 

 たとき、その画面 UIは 

    GUI（Graphic User Interface）と言われました。 

 

 それに比較し、メインフレームやオフコンでの端末画面は、 

  CUI（Character User Interface）と、名付けました。 

 

 私の家の風呂は、「運転」というボタンを押すと「湯はりします！」、お湯が 

 溜まってくると、「あと 5分でお風呂が沸きます」、はいれる状態になると 

 「お風呂が沸きました」と音声で教えてくれます。 
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         図３：音声インターフェース 

 

 これは「音声」によるインターフェースです。上の図のようにロボットが 

 いるわけではありませんが、Pepper のようなロボットは「音声」を利用し、 

 ロボットという擬人化によって、「無機質ではない UI」を実現しています。 

 

 また、障害を持った方のために、“視線”によって PCの画面操作をするなど 

 の UIはすでに利用されています。 

 

 “ウェアラブル”での UIはまだ未成熟ですが、今後様々な新たな UIが登場 

 するでしょう。楽しみでもあります。 
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３．ユーザビリティ 

 【ブライアン・シャッケル】 

  1991年、ブライアン・シャッケルという人間工学の大家が、 

  「Human Factors for Information Usability」と題した本を出しました。 

  コンピューターと人間の相互作用、基本的に入力と出力についてですが、 

  ここで、本の題名にもある「ユーザビリティ」という用語が登場します。 

 

  「ユーザビリティ」の語源は、use（使う）＋able（できる）を組み合わせ 

  たもので、「使える」。使いやすさや使い勝手を指しています。 

  しかし、「ユーザビリティ」は様々な定義が存在しており、多義です。 

 

   シャッケルは本の中で、以下の図で示すようなことを書いています。 

 

 

        図４：ブライアン・シャッケルの定義 
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  ここで重要なことは、天秤の右にある「cost」です。 

  無尽蔵にコストを使っていいわけではない。コストとのバランスが必要で 

  あると説いています。1991年の本ですが、現実的な定義だと思います。 

 

  また、ここで登場する「ユーザビリティ」は「ユーザがうまく使えるか」 

  という狭義の定義であり、感性として「ライカビリティ」に留まっていま 

  す。 

 

 【ヤコブ・ニールセン】 

  そして、シャッケルを受けて 1993年、ウェブ・ユーザビリティの権威で 

  あるヤコブ・ニールセンが「ユーザビリティエンジニアリング原論」を出 

  します。ウェブデザインに携わるものとして、最初のバイブル的な本と言 

  えます。 

 

  この中でニールセンは、ユーザビリティを、 

   ・学習しやすさ（learnability） 

   ・効率（efficiency） 

   ・記憶しやすさ（memorability） 

   ・エラー（errors） 

   ・満足（satisfaction） 

  

  だとし、“ユーザビリティの対比”として「ユーティリティ（実用性）」を 

  挙げ、上位概念として「ユースフル」を使っています。 

  ニールセンの上記定義は、人間工学、認知工学、感性工学に基づいていま 

  すが、網羅的かつ相互排他的になっておらず、概念定義としては十分では 

  ないとの意見もあります。 

 

 【ISOの定義】 

  シャッケル、ニールセン、この２人のあと、規格が定義されていきます。 

  1998年の ISO 9241-11は、ニールセンの言う上位概念「ユースフル」に近 

  いもので、ユーザビリティを幅広く捉えた「big usability」と言われます。 
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        図５：ISO 9241-11 のユーザビリティ定義 

 

  上図の定義における 

  「有効さ」とは、 

    「ユーザが、指定された目標を達成するうえでの正確さと完全さ」 

   「効率」とは、 

    「ユーザが目標を達成する際に正確さと完全さに費やした資源」  

   「満足度」とは、 

    「不快のないこと、及び製品仕様に対しての肯定的な態度」 

 

  シャッケルが、明確に指標として定義していなかった「満足度」がニール 

  セン以降に表れています。この部分は、有効さと効率があるなら、満足度 

  が高いということでもなく、審美的な面もあります。「満足度」は固有の側 

  面を持っています。 

 

  そして、この「満足度」が「UX」に繋がっていきます。 

 

  また、“ユーザビリティに関するプロセス”を定めた規格、1999年の 

  ISO 13407 は、2010年 3月に改訂され ISO 9241-210 となっています。 
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  この規格は「インタラクティブ・システムの人間中心設計プロセスの規格 

  化」です。 

 

  ここで「HCD（Human-centered Design）」という用語が登場します。 

 

  ISO 9241-210第 3章では、「人間中心設計を用いる７つのメリット」が 

  書かれています。 

 

   ⑴ ユーザの生産性と組織の運用効率を向上。 

   ⑵ 理解および使用を容易にし、訓練およびサポート費用を削減。 

   ⑶ アクセシビリティの向上。 

   ⑷ ユーザエクスペリエンスの改善。 

   ⑸ 不満およびストレスを削減。 

   ⑹ ブランドイメージの改善など競合優位性を実現。 

   ⑺ 持続可能性に貢献。 

 

  これらは、現在においても「やるべき」ではなく「やらねばならない」も 

  の、マストとして考えられる項目です。 

 

  「⑷」に「ユーザエクスペリエンス」が登場しています。 

 

  なお、ISO 9241-210第４章には「人間中心設計の原則」が書かれています。 

 

   ⑴ 設計はユーザ、仕事、環境の明確な理解に基づいている。 

   ⑵ ユーザは設計から開発に至るまで関与を続ける。 

   ⑶ 設計はユーザ中心評価によって駆動され洗練される。 

   ⑷ プロセスは反復的である。 

   ⑸ 設計はユーザエクスペリエンス全体を取り扱う。 

   ⑹ 設計チームは多様なスキルや支援を含む。 

 

  これらは、1999年の ISO規格でも定義されているものです。 

  「プロセスは反復的」（アジャイルを想起）、「ユーザは設計から開発に至る 
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  まで関与を続ける」、「設計はユーザエクスペリエンス全体を取り扱う」な 

  ど、今も“意識すべき内容”というより、“反省すべき内容”だと思います。 

 

  また、ISO 9241-210の中で最も重要と思われること、それは 

   「人間中心設計のプロセスはプロジェクトの早い段階で行うべき」 

  との姿勢です。 

 

 【黒須正明 教授】 

  日本において、ヒューマンインターフェースや認知工学の権威である黒須 

  正明教授は、“Web1.0 から 2.0”に照らして、 

 

  「HCD1.0 が ISO 13407 であり、『ユーザビリティ』を目標としていた。 

   そして、HCD2.0が ISO 9241-210であり、改訂された規格は建前として 

   『UX』を目標としている」と語っています。 

 

  黒須教授は、「HCD-Net 人間中心設計機構（http://www.hcdnet.org）」と 

  いう特定非営利法人を立ち上げており、そこでは人間中心設計に対する研 

  究や学び、また、人間中心設計専門家に対する資格制度もあります。 

  ご興味のある方は、訪れてみてください。 

 

 

  

http://www.hcdnet.org/
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４．「UX（User Experience）」 

  いよいよ、「UX」です。 

「UX」を最初に叫んだ人はドナルド・ノーマンだと言われています。 

 

 

     図６：「ユーザビリティ」から「UX」へ（ノーマン） 

 

「UX」の定義は様々であり、多義ですが、いくつかご紹介します。 

 

 ・ISO 9241-210 

  「製品やシステム、サービスの利用、および／もしくは予想された使い方 

   によってもたらされる人々の知覚と反応」 

 ・Nielsen-Norman Group 

  「企業やサービスや製品とのエンドユーザのインタラクションのすべての 

   側面のこと」 

 ・UXPA 

  「ユーザの全体的な知覚の構成要素となる製品やサービスや企業とユーザ 

   のインタラクションのあらゆる側面のこと」 
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 「Nielsen-Norman Group」「UXPA」、どちらも「インタラクション」という 

 用語を使っています。 

 

 そして、私が一番しっくりくるのが、ハッセンツァールの定義です。 

 ・Mark Hassenzahi（マーク・ハッセンツァール） 

  「人間工学的品質と感性的品質が認知プロセスの中で魅力の判断として統 

   合され、結果的に、利用の増加のような行動的結果と満足のような情緒 

   的結果をもたらす」 

 

 この定義においては、感性や認知、情緒的といった“人の感情”が影響する 

 ことを明確に示しています。 

 

 

 

         図７：ハッセンツァールの UXモデル 
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 図７において、「デザイナー」、このときのデザイナーは画面だけではなく、 

 エンジニアだと考えてください。“意図した製品の性格”には実用的だけでな 

 く、快楽的な要素の設計も対象となっています。 

 

 そして、「ユーザー」がそれらを結果としてどう感ずるか。 

 

 ハッセンツァールは、 

  UXを「知覚品質」 

 と定義し、簡単に言えば「実用的品質と快楽的品質が魅力評価に影響する」 

 と言っています。 

 

 冒頭に、「麺をフォークで食べてもいいし、箸で食べてもいい」「『UI』は具体 

 的手段」と説明しました。 

 

 「UI」は具体的手段であり、「UX」は概念 です。 
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５．UXを取り入れる 

 “使いやすい”、“心地よい”といった「UX」は、コンシューマーを相手とす 

る BtoCが先陣を切っています。利用者にとって魅力あるインターフェースを提 

供しなければ捨てられます。 

 

企業の情報システムは、「UX」追求という面では遅れている。それは間違いな 

いないでしょう。社内利用者を相手とする場合は、押し着せでも通用します。 

 

私が「情報システムの UI」を学んだころ、 

 ・情報は全て見えること 

 ・触れば何が起こるか分かること 

これを大事にしていました。 

 

デスクトップ PCの画面では、多くの情報を１画面に収めることが可能です。 

Wordや Excel の画面を開けば、おそらく 100以上の機能がそこにあります。 

１つの画面にどんな機能を収めるべきか、どういった画面遷移をすべきか、画 

面の情報量が多いため、こうした設計がベストでなくとも利用が可能です。 

 

しかし、今は「スマートデバイスの時代」となりました。 

 

画面サイズが小さなスマートフォンで、不操作機能を表示する余裕はありませ 

ん。また、デスクトップ PCのように、キーボード、マウスによる一意な操作で 

はなく、縦に見るのか、横に見るのか、利用者は片手操作をするのか、右手か、 

左手か、両手を使うのか。シチュエーションは様々です。 

 

今はあまり見かけませんが、デスクトップ PCの画面をそのままスマートフォン 

に映し、ピンチアウトで利用者に対応してもらう、といった「UI」は、「UX」 

を評価するに値しません。 
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             図８：親指リーチの問題 

 

 スマートフォンでは、“親指リーチ”についての考慮も必要です。親指が届か 

 ないところに必要なボタンを配置することには問題があります。 

 

 N-Screen、各端末の操作シチュエーションを考慮しなければ利用者に高い 

 「UX」を提供することはできません。 

 

 【レスポンシブWebデザインとアダプティブデザイン】 

  HP（ホームページ）などの構築で、デスクトップ PCにもスマートデバイ 

  スにも対応するための手段として“レスポンシブWebデザイン”が用いら 

  れます。 

  

  この手法は HPのように、基本が「表示系」ならば問題はありません。 

  しかし、業務アプリケーションの画面は多くの操作を伴います。画面変更 

  の制約がある（自由ではない）、見えない部分もリソースを食う、また開発 

  生産性も良いとは言えません。 

 

  レスポンシブWebデザインは適合策であっても最適策ではないと言えます。 
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  また、アダプティブデザインはプレイークポイントごとに最適化すること 

  が主旨ですが、それぞれのプログラムソースを必要とします。 

 

 【nexacro platform】 

  弊社のマルチプラットフォーム対応製品である nexacro platformは、アダ 

  プティブデザインのように端末に合わせた自由な画面設計を可能としてい 

  ますが、レスポンシブWebデザインのように、それを“１つのソースで実 

  現”します。 

  

  nexacro platgormの３つのコンセプトをご紹介します。 

 

   Concept 1：OSMU（One Source Multi Use） 

    ただ１つの開発ツールである「nexacro studio」からすべての環境（デ 

    スクトップ PC、タブレット、スマートフォン）で動作するウェブアプ 

    リケーションを創り出します。ソースは１つです。 

 

   Concept 2：Different UI, Same UX 

    それぞれの端末利用において、“高い UX”を利用者に与えるためには、 

    それぞれの端末に対する“異なる UI”が必要です。その開発を生産性 

    高く支援します。 

 

   Concept 3：Anti Aging 

    情報システムのビジネスロジックと端末環境はライフサイクルが異な  

    ります。ビジネスロジックは企業の論理で改訂されていきますが、端 

    末環境は外部が企業の論理に関係なく変遷します。 

    外部環境の変化に対して、企業側が変化対応を行うのでなく、ミドル 

    ウェア側でそれを吸収します。 

 

 今、UX専門部署を設置する企業も増えてきました。 

 利用者に最高の「UX」を提供する。スキルもコストも必要となります。 

 しかし、Webシステム利用者の生産性を、モチベーションを高めることが、 

 情報システム構築に携わる全ての人々の“重要な使命”だと考えています。 
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