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あ ら ま し

人間中心設計（HCD：Human Centered Design）の実践は，主にデザイナーや専門家
の領域と捉えられているが，より広く開発の現場で理解され活用されることが重要であ

る。そのためには，現場のSEや開発者に向けて，デザインのノウハウや技術を分かりや
すく伝えたり，ツール化して簡単に使えるようにしたりするといった施策が有効である。

富士通デザインでは，システム開発へのデザイン技術の適用として， 富士通の標準開発
プロセス体系であるSDEMへのHCDプロセスの組込み，UI（User Interface）設計や評価
のフェーズで使えるツールの開発と提供，ユーザビリティ要件定義支援やユーザビリティ

教育などを行ってきた。最近ではスマートデバイスの拡大により，RIA（Rich Internet 
Application）やUX（User Experience）を意識した製品開発ニーズが高まっており，HCD
からUXへという流れの中で，全社共通技術部門とともに事例やノウハウの蓄積と開発現
場への情報提供を継続的に行っている。

本稿では，主にSIソリューション分野を中心に展開してきたデザイン技術としての
HCD活動を紹介する。

Abstract

It is important that the practice of Human-Centered Design (HCD) is widely 
understood and used in sites of systems development, although it is mainly seen as an 
area for designers and specialists.  An effective way to achieve this is to convey design 
know-how and technology to systems engineers (SE) in an easy-to-understand way 
and make them easy to use by converting them into tools.  Fujitsu Design has worked 
to apply design technology to systems development by building an HCD process into 
Solution-oriented system Development Engineering Methodology (SDEM), which is its 
standard system development process, developing and offering tools that can be used 
in the stage of user interface (UI) design and evaluation, and providing support for 
usability requirement definition and usability education.  Recently, there has come 
to be a great need for product development that is aware of Rich Internet Application 
(RIA) and User Experience (UX) because of the popularity of smart devices.  We are 
studying systems development cases and know-how, and continuously providing 
information to development sites amid this new shift from HCD to UX.  This paper 
introduces HCD activities that have been developing as design technology mainly in 
the field of SI solutions.
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配慮がなかったために，後のテスト段階で課題が
見つかり，手戻りによる工程遅延や工数増大が発
生してしまうなど，開発プロセスそのものに影響
する場合もある。
これらの課題を減らしていくためには，システ
ム開発への「HCDプロセス」の適用が有効である。
HCDプロセスは，対象とする製品やシステムの想
定ユーザ，利用文脈，利用状況を明らかにし（利
用状況の特定と把握），要件の抽出，設計による解
決，解決案の評価という四つのフェーズを繰り返
し行う中で，積極的にユーザの視点を取り込んで
いこうとするものである。日本でも，公共系のシ
ステムで相当な開発費をかけたにも関わらず，提
供されたユーザビリティが低いためになかなか利
用が進まず，開発費用に見合う利用率が得られな
かったなどの反省から，2009年に内閣官房IT担当
室から「電子政府ユーザビリティガイドライン」
が公開されている。（2）これは，電子行政におけるオ
ンライン申請の利用率拡大に向け，各府省が提供
するオンライン申請システムのユーザビリティ向
上のためのHCDプロセスを整備したガイドライン
である。
このようなHCDプロセスの考え方は，システム
開発の現場で理解され，活用されることが重要で
あり，デザインのノウハウや技術を現場のSEや開
発者が簡単に利用できること，あるいは新たなス
キルとして身につけていくことが組織力の底上げ
という点でも有効である。富士通デザインでは，
自社製品での開発や適用だけでなく，広くお客様
に提供するシステム開発においてもデザイン技術
の活用推進を行っており，以降，プロセス・ツール・
教育といった観点での取組みを概観していく。

開発プロセスへのHCDの適用

富士通の標準開発プロセス体系であるSDEM（注）

では，2007年に「追補ユーザビリティ」という形
でユーザビリティに関して記述を行った。SDEM
は，作業の漏れを防ぎかつ効率的にプロジェクト

開発プロセスへのHCDの適用

ま　え　が　き

1990年代後半，ユーザ視点を取り入れたデザイ
ンプロセスとしてISO13407が発行された後，シス
テム開発における人間中心設計（HCD：Human 
Centered Design）プロセスは徐々に浸透・発達し
ている。富士通でも，ハードウェア，ソフトウェ
アを含む製品やサービスにおいて，HCDプロセス
を取り入れた開発を行っている。（1）

本稿では，富士通のソリューションビジネスを
中心とするシステム開発領域において，ユーザイ
ンタフェース（UI）やユーザビリティを軸とし，
富士通デザインが取り組んできた，HCDプロセ
スの浸透，UI設計評価，教育といった観点からの
デザイン技術適用の活動を紹介し，その効果や課
題を明らかにする。また，全社の共通技術部門と
連携しながら行っている，最近のスマートデバイ
スに対するRIA/UX（Rich Internet Application/
User Experience）をキーワードとした，新たな開
発領域とそれに向けた取組み状況を報告する。

システム開発におけるデザインの役割

金融，流通，医療，公共，社会基盤など，様々
な分野のビジネス基盤を支えている情報システム
開発において，デザインの役割は重要である。こ
こでのデザインは，単に見た目の色や形にとどま
らず，そのシステムを利用する人の心理的な快適
さや満足度，システムを利用することによる仕事
自体に対する効果や効率といった，主にユーザビ
リティに関する領域を指している。満足のいくユー
ザビリティが確保されていないと，いずれ使われ
なくなったり，使われたとしても不満が残ったま
まであったり，あるいは使用途中で操作ミスを誘
発し障害や損失を生じたりするといった問題の原
因となる場合がある。
ヒューマンエラーという観点では，株取引シス
テムにおいて取引数と金額を誤って入力してしま
い多大な損失を出してしまった事例や，医療シス
テムにおいて似た名称の薬を取り違えてしまい患
者が意識障害を起こしてしまった事例などがよく
知られている。また，ヒューマンエラーの誘発と
いった直接的な影響もある一方で，SI構築やシス
テム開発時に，画面デザインやユーザビリティに

ま　え　が　き

システム開発におけるデザインの役割

（注） 富士通の企画，開発，運用・保守，品質保証活動の基本
的な考え方を示した標準プロセス体系を表す固有名詞。
以前は略称であったが，現在は，SDEMの4文字には，
Software, System, Solution, Service, Development, 
Engineering, Maintenance, Management, Methodology, 
Mapなど，様々な意味合いが込められている。
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ムの導入と運用・支援活動」，プロセス全体を通じ
た「⑦人間中心設計プロセスの計画と実施」といっ
た内容が整理されている（図-1）。
このHCDプロセスを評価の観点からより詳細に
取り扱ったものが，富士通のイントラサイトで公
開している「電子政府ユーザビリティガイドライ
ン情報提供サイト」である。このサイトでは，前
出の電子政府ユーザビリティガイドラインが定め
ている多数のアクションについて，現場のSEや開
発者が，プロセスに取り込めるよう「工程」とそ
こでの成果物としての「ドキュメント」を意識し，
どの工程で何を行う必要があるのかを解説してい
る。図-2はガイドラインで記述されているアクショ

運営ができることを主な目的として，一般的な開
発プロセスと同様，企画・要件定義・設計・開発・
テスト・運用保守といった工程での必要な作業項
目や成果物が広く体系的に記述されている。
ユーザビリティ向上を目的とするHCDプロセス
も，2007年よりこのSDEMの中に組み入れられて
おり，そこでのユーザビリティ向上活動として，
具体的には，企画工程における「①情報システム
戦略への組込み」，「②ユーザビリティ要件の明確
化」，要件定義工程における「③利用状況の把握と
利用者特性および環境の記録」，開発工程における
「④ユーザビリティの設計・開発」，運用テスト工
程における「⑤ユーザビリティの評価」「⑥システ

図-1　SDEMにおけるユーザビリティ向上活動

①情報システム戦略への組込み

②ユーザビリティ要件の明確化

③利用状況の把握と利用者特性および環境の記録

④ユーザビリティの設計・開発

⑤ユーザビリティの評価

⑥システムの導入と運用・支援活動

⑦人間中心設計プロセスの計画と実施

企画 要件定義 運用テスト
・移行開発 運用・保守

企画プロセス 要件定義
プロセス

開発プロセス

設計 製造 テスティング

運用テスト
・移行
プロセス

運用
・保守
プロセス
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●想定利用者層アンケート調査

●想定利用者層インタビュー調査

●対象システム利用者アンケート調査

●対象システム利用者インタビュー調査

●ヘルプデスク情報分析

●ログ分析

●既存システムでのユーザビリティテスト
　（専門家によるテスト，利用者によるテスト）

●ペーパープロトタイプでのユーザビリティテスト
　（専門家，利用者）

●ユーザビリティ対応標準の作成

●アクセシビリティ対応標準の作成

●シミュレータでのユーザビリティテスト
　（専門家，利用者）

対象システム利用者インタビュー調査●

対象システム利用者アンケート調査●

ヘルプデスク情報分析●

ログ分析●

受入テストでのユーザビリティテスト●
（専門家，利用者）　

●総合テストでの
　ユーザビリティテスト
　（専門家，利用者）

●結合テストでのユーザビリティテスト
　（専門家，利用者）

図-2　SDEM工程と電子政府ユーザビリティガイドラインのアクションとの対応
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①
ログイン

②
メニュー

③
検索条件

④
検索結果一覧

⑤検索条件
＋結果一覧

⑦
詳細

⑧
テキスト

⑥
入力

⑨
入力補助

⑥
入力
（データ入力済）

探す

見る

作る

抵の場合，メニューを選択する画面に遷移する
（②メニュー画面）。メニュー画面上では行うべき
業務（機能）を選択することになるが，データベー
スとやり取りするシステムの場合は，まずメニュー
選択後は，各機能のトップにおいて検索機能が用
意されていることがほとんどである（③検索条件
画面）。そこで検索を実行し，ユーザが処理すべき
対象を一覧する（④検索結果一覧画面）。この際に，
同一画面上で検索と結果の一覧表示をする場合も
ある（⑤検索条件＋結果一覧画面）。その中から，
対象となる1件を特定し，それに対して編集や更新，
削除といった処理を実行する（⑥入力画面）。また，
新規にデータを作成する場合も同じ画面で対応で
きる。そして，新規に入力した後，あるいはデー
タを更新した後は，その内容を確認し（⑦詳細画
面），一連の作業を完了する。
画面のテンプレートという観点から，上記の7画
面に加えて，Webブラウザ上での文章表記のサン
プル（⑧テキスト画面），日付入力など入力時の
補助的画面（⑨入力補助画面）の二つを加えて，
Web業務アプリケーションの基本9画面として定義
し，これらのテンプレート化を実施した。
テンプレート作成に当たっては，画面レイアウ
トの原則を踏まえたヘッダやフッタのエリア分け
とそこでの役割の定義，各画面機能を実現するた
めのコントロール類やボタンの配置などを最適化，
標準化している。また，色などのデザインテイス

ンをSDEMの工程と対比させたものであり，SEや
開発者が普段の自分たちの作業工程の中で俯

ふか ん

瞰的
にアクションを見て取ることができるようになっ
ている。主に開発プロセスの各所でユーザビリティ
の評価を実施し，目標に合ったユーザビリティが
確保されているかを確認しながら開発するという
のがポイントとなっている。

設計・開発工程で使えるツール

人間工学や認知心理学の知見に基づいた画面レ
イアウトや画面遷移，色彩設計といったデザイン
のノウハウを，開発プロセスに適用していく際に，
現場から聞かれるのはより即効性のあるツールへ
のニーズである。SDEMの開発工程を見た場合，
企画・要件定義・設計・開発・テスト・運用保守
の中でも，上流の「企画」や「要件定義」などは
なかなかツール化しにくいが，「設計」や「開発」
においては，具体的な画面が開発対象となるため
テンプレートなどのツール化が可能である。
多くの業務アプリケーションは，画面という単
位で見た場合，いずれも典型的で単純な画面種類
と画面遷移に落とし込むことができる。具体的に
は，ユーザの行うタスクを操作フローとして時間
順に見ていくと，次のような基本9画面のテンプ
レートに整理できる（図-3）。
ユーザはまずそのシステムを使うためにログイ
ンする（①ログイン画面）。ログインした後は，大

設計・開発工程で使えるツール

図-3　基本9画面の種類と遷移
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的に利用されている。（3）

開発現場でのナレッジ強化・教育

プロセスやツールとともに，現場でのデザイナー
と開発者とのコミュニケーションや連携を促進す
るために，HCDに関する情報整備や教育セミナも
継続的に実施している。
●　ユーザビリティ要件定義

HCDを開発プロセスで実践していくためには，
ユーザビリティも一つの「要件」として扱うこと
が望まれ，富士通では非機能要件の一つとしてユー
ザビリティを位置付けている。一般的に，要件定
義における要件とは，「システムが『○○○しなけ
ればならない』というシステムに対する要望，シ
ステムとして具備すべきこと」と捉えられるため，
ユーザビリティにおいても「ユーザビリティ要求
の導出・分析・文書化・確認」といった活動を実
施することが求められる。一方で，実際の開発現
場へのヒアリングを行った結果，ユーザビリティ
自体をどう要件として定義するのか，またできる

開発現場でのナレッジ強化・教育

トに関するバリエーションも，多様な利用シーン
に対応するために約50テーマの中から選択できる
ようにし，アクセシビリティに関しても事前に配
慮し文字の視認性なども最適となるよう調整して
いる（図-4）。また，Web標準に則ったHTMLと
CSSにより制作しているため，簡単にかつ効率的
にカスタマイズできるようになっている。
富士通デザインでは，このようなツールを

2007年から「富士通GUIデザインプラットフォー
ム」として，富士通グループに社内提供している。
テンプレートの種類は，まずはHTMLからスター
トし，開発現場のニーズや要望を取り入れながら，
ASP.NETや富士通の開発プラットフォームに応じ
たものなどを順次用意してきた。開発者はイント
ラネットのダウンロードサイトから，必要なテン
プレートやそれに付随するガイドライン一式をダ
ウンロードして使うことができるようになってい
る。現在でも年間で約2000本のテンプレートがダ
ウンロードされており，自部署でのツール開発か
ら，お客様商談での活用まで，幅広い範囲で継続

図-4　画面テンプレートのサンプル
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いやすいといったレベルではなく，使うときの心
地良さや楽しさ，また使いたいといった満足感な
どのUXについても，コンシューマ向け製品から業
務システムへと，開発の対象が拡大している。こ
こでは，富士通グループ内のUX向上の背景と取組
みを紹介する。

RIAはインターネットの普及に伴い，2000年代
初めにWebの操作性や表現力の向上を目的として
導入されてきた。現在では，Webの枠を越えてイ
ンターネットでプログラムを配布して動作するク
ライアントアプリケーションもRIAのくくりで語
られることが多くなってきている。企業内の業務
システム（inBシステム）においては，TCO削減の
ために導入したPC上のWeb画面にC/S相当の性能，
操作性を取り込むことに主眼を置きRIAが普及し
てきた。業務システムでは主に業務効率化を行う
ために，ユーザビリティの向上を目指してきたと
言える。
一方，コンシューマ向けのシステム（BtoCシス

テム）においては，PCとインターネットの一般家
庭への普及に伴ってWebが浸透した。情報閲覧や
情報検索からオンラインショッピング，インター
ネットバンキングや保険契約などの従来窓口で行
われていた業務もWeb化されている。BtoCシステ
ムは一般家庭の利用者がシステムに触れるため，
PCの利用に不慣れな人でもすぐに利用できるよう
にRIAの技術を活用している。グラフィックやアニ
メーションを使用して直観的で理解しやすい高い
表現力と操作性を実現するなど，デザイン面での
配慮が重要視されている。また，自社のWebサイ
トを再度閲覧してもらえるように，利用者の満足
度を高める工夫をしており，UXを意識したデザイ
ンが早くから導入されている。
新たなハードウェアデバイスであるiPhoneの登
場で，コンシューマ分野でのスマートフォン利用
が爆発的に普及しており，スマートデバイスの業
務分野への利用も始まっている。利用者は今まで
触れていたスマートデバイスの操作性や表現力に
慣れているため，業務システムでも同様の操作性
を求めるようになってきている。そのため，コン
シューマ向けシステム開発で行われてきたUXへの
取組みが業務分野においても重要視され始めてい
る。更にPC上での業務システムもスマートデバイ

のかといった課題を抱えており，お客様含めて開
発要件として定義する際の難しさがあることが分
かっている。
富士通の共通技術部門では，ユーザビリティに
限らず，フィールドSEの要件定義をサポートする
ために「要件定義書き方ガイドライン」を社内提
供しており，この中のユーザビリティ要件箇所に
ついて，非機能要求仕様定義ガイドライン（4）の考
え方を取り入れ，内容を継続的に更新している。
現在では，ユーザビリティ要件として，「理解性・
習得性・操作性・魅力性・使用性標準適合性」の
五つを定め，定量的な目標設定ができるような説
明を追加するとともに，要件の達成条件やそれを
実現するための具体的な内容を解説している。
●　HCDの普及・教育
開発の現場で活躍するSEや開発者にとって，

HCDの考え方に触れる機会や学ぶ場を提供する
ことも重要である。富士通デザインでは，ユーザ
ビリティ教育を富士通グループ内の技術研修会の
一つとして2009年より継続的に実施している。研
修会は，これまで合計12回，約500人の営業やSE
が受講しており，開催後アンケートの結果でも，「個
人の感性で作成してしまいがちだった画面設計を
適正に実施するための手法が理解できた」「要件定
義，UI工程において画面部分をどのように品質含
めて定義するかが参考になった」といった評価を
得ている。同様の内容は，e-Learningとしても提
供されており，自席からでも受講ができるように
なっている。また，これらの研修会は，デザインサー
ビスの一つとして，富士通グループ内だけでなく，
ご要望に応じてお客様への提供も行っている。更
に，イントラネットに公開されている富士通グルー
プの情報技術用語集でも，HCD関連用語を格納し，
富士通グループにおけるそれらの浸透とともに，
位置付けや解釈のズレが生じないよう共通理解を
促している。このようなグループ内での普及・教
育の結果の一つとして，NPO法人人間中心設計推
進機構（HCD-Net）が認定している「人間中心設
計専門家」資格を，グループ全体で16名が保有し
ている。

新たなスマートデバイス開発への対応力

近年，スマートデバイスの拡大に伴い，単に使

新たなスマートデバイス開発への対応力
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行ったUX向上施策の成果を盛り込んだUI開発事例
を収集し，事例集化している。

む　　す　　び

本稿では，ソリューションビジネス分野を中
心としたデザイン適用の取組みを紹介してきた。
HCDやUXは，お客様を含め開発現場からのニーズ
も広がる一方で，いざ実践となるとまだまだコス
トとして見られてしまう場合も多い。これは，デ
ザイン価値を明確に伝えきれていないという点で
の反省でもあるが，お客様を含め開発側もデザイ
ン側も，より良いものづくりに必要なプロセスで
あることを認識し，各プロジェクトの状況に応じ
たHCDプロセスの実践を無理ない範囲で少しずつ
でも行っていくことが必要である。
今後も，システム開発の現場では，新たな技術
や革新的なデバイスが登場してくると思われるが，
それを利用するユーザは人間であり，その人間特
性は大きくは変化しない。したがって，常にそれ
を利用する人間の視点に立った開発を継続的に行
うことが，ものづくりの基盤を支えていくと考え
ている。また，システム開発にとどまらないより
上流でのサービス開発においても，ICTの側面と人
間の側面との両方の観点がなければ良いサービス
にはつながらない。従来のHCDから，体験価値を
重視するUXデザインへと視野を拡大し，その開発
実践を通じながら，更なるお客様価値の向上に貢
献していきたい。
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む　　す　　び

スでの利用を想定し，ユーザビリティを越えてUX
を大きく意識する必要が出てきている。
●　RIA検討分科会
富士通グループにおいては，富士通デザインが

HCDをポリシーにICTにおけるデザイン活動を
行ってきている。しかし，主にinBシステムの開発
を担ってきたSEはデザインの重要性は認識しつつ
も，UXを向上させる技術や手法，プロセスについ
て不慣れなこともあり，設計・開発プロセスでの
デザイン面の配慮が不足する事態がしばしば見受
けられる。このような事態に陥らないようにして
いくために，部門の枠を越えた組織的な取組みを
行っている。

RIA検討分科会は，現在技術整備が急がれるス
マートデバイスを中心にRIAの設計技術，開発技
術の整備，情報交換を行っている。当初，共通技
術部門内で行われていたRIA技術整備の活動を，ス
マートデバイス提供元のユビキタスサービス事業
部門が主催する社内コンソーシアム「ユビキタス
サービス・コンソーシアム」配下の分科会に統合し，
富士通の業種SEやSE会社，富士通デザイン，ミド
ルウェア事業部門，富士通研究所など，幅広い部
門が参画する活動としている。
設計技術に関しては，分科会の中に有識者を中
心としたRIA設計技術SWGを設置し，UXガイドラ
インの整備を行っている。
●　UXガイドライン

UXガイドラインでは，RIAを優れたUXを提供
するための一つの手段とし，SE視点で「UXに優れ
たUI」を実現するための設計・開発の進め方を解
説している。特に上流工程においては，UXデザイ
ンを「企画・要件定義工程のタイミングで実施す
るHCDをベースとしたスパイラル型の設計手法」
と位置付け，HCDの四つの活動である「利用の状
況の把握と明示」「ユーザの要求事項の明示」「設
計による解決策の作成」「要求事項に対する設計の
評価」の進め方をUXデザインプロセスとして示し
ている。
更に，UXデザインプロセスのSDEMへの組込
み方や，UXデザインを担う新たな役割を含むプロ
ジェクト体制についても示し，SEがUXに優れた
システム開発を推進できるようにしている。また，
UXガイドラインの理解を深めるために富士通が

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/security/kaisai_h21/dai37/h210701gl.pdf
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