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概要 

現在、企業・団体から個人にいたるまで莫大な数のウェブサイトが開設されている。

特に企業にとってウェブサイトはもはや広告としての役割に留まらず、航空会社や鉄

道会社のウェブサイトに見られる座席予約システムのようにこれまで店舗や通信販売

が受け持っていた役割を担っている。当分科会では昨年度、これら企業が開設するウ

ェブサイトで提供されている情報とＧＵＩに関する研究を実施した。この研究ではホ

ームページのデザインに対して有効な指針を導き出している。本年度は前年度の研究

を発展させ、企業のウェブサイトが提供する機能のユーザビリティに関する研究を実

施した。 

この研究では企業が人気のあるウェブサイトを構築するためのユーザビリティのテ

スト方法について調査し、その技法を用いたテストを特定の業種のウェブサイトに対

して実施した。このテスト結果は人気のあるウェブサイトほど得点が高いことも判明

し、各企業のウェブサイトの構築に対して効果的な手法であると判断した。さらに企

業におけるテストの実施の際の「効率性」、「コスト」を考慮したテスト手法改良とテ

ストの導入のしやすさを考慮してテスト実施ガイドを作成した。 

Abstract 
At present, from an enterprise and an organization down to an individual, the 

enormous number of web sites have been established. A web site isn't specially 
confined to the role as an advertisement for the enterprise any more. Like the seat 
reservation system seen in the web site of an airplane or railroad company, the web 
site is bearing the role which the store and the mail order took charge of. We 
researched on the information and GUI provided by these enterprises last year. In 
this research, effective guideline was drawn to the design of a homepage. 

This year we developed the research of the preceding year, and researched on the 
usability of the function provided by these enterprises' web sites. In this research, 
we investigated about the test method of the usability for constructing a popular 
website, and carried out the test method to the web site of a specific type of industry. 
As the result, this test makes clear that popular web site has higer score, and that 
this technique is very effective to the construction of the web site of each enterprise. 
In addition, the test execution guide was created in consideration of the tendency 
of the introduction of testing technique improvement and the efficiency and the cost 
in the execution of the test in the enterprise. 
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１．１．１．１．課題の選定理由と背景課題の選定理由と背景課題の選定理由と背景課題の選定理由と背景    

現在、インターネット上で開設されているウェブサイトでは XML(eXtensible Markup 

Language)や JSP(Java Server Pages)といったソフトウェアの新技術開発だけでなく、ハ

ードウェアとネットワークの大幅な技術向上の効果もあり、数年前とは比べ物にならない

ほど大量の情報が提供されている。特に企業が開設するサイトでは単なる広告としての役

割に留まらず、オンラインショッピングなど多くのサイトで直接的な営業活動となる機能

を提供している。当然、企業にとって人気のあるサイトを構築することは非常に重要な課

題となるはずである。一方、エンドユーザにとっては希望する商品の情報などが手軽に参

照できるインターネットは非常に便利なものであるが操作方法が分かりづらいものであれ

ば提供される情報が多い分、逆に非常に使いづらいものになってしまう。 

当分科会の研究員は日常の業務でウェブサイトの構築やその検査などに従事しており、

ウェブサイトの人気はユーザビリティが大きく影響するだろうというのが一致した意見で

あった。そこで「ウェブページのユーザビリティに対する評価方法」について何かしらの

指針を築くことができれば企業ウェブページの構築などその成果は広く利用できるものと

判断し、今年度の研究テーマにした。当分科会では昨年度、企業のウェブサイトのホーム

ページのデザイン面について詳細な調査を実施し、構築時の指針となるチェックリストを

作成したが、操作性に関する評価は不十分であった。そこで、今年度の研究では例えば「商

品を探す」「商品を購入する」といった多くのユーザにとってそれぞれのサイトで想定され

る主要な行動に対しての操作性を対象とすることで当分科会でのウェブサイトの評価方法

を一層、充実したものにできるという効果も期待した。 

 

２．本年度の活動目標２．本年度の活動目標２．本年度の活動目標２．本年度の活動目標    

企業のウェブサイトのユーザビリティを評価するために、できる限り低コスト（時間、

人数）で効果的な方式を提案することを最終目標とする。具体的には以下の作業実践を計

画した。 

（１） ウェブサイト評価方法の調査 

ウェブサイトに対して、現在すでに実践されている、あるいはウェブサイトに特化して

いなくても有用な評価方法があるのか文献などから調査して整理する。 

（２） 評価方法の改良 

（１）で整理した評価方法を出来る限り「短時間」「少人数」で可能とすることができ

ないか検討・整理する。 

（３） 企業のウェブサイトに対するテスト実施 

（２）で検討した評価方法を特定の企業ウェブサイトに対して適用。テスト実施に必要

なテンプレート等の資料も同時に作成する。 

 

３．活動内容３．活動内容３．活動内容３．活動内容    

昨年度の研究により、企業ウェブサイトのホームページのデザイン面に対して WBS(Work 

Breakdown Structure)、チェックリストなど一定の評価基準が確立されているものの、サ

イト全体あるいはそのサイトの主要な機能に対するユーザビリティの評価方法はほとんど
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有効な手段が得られていない状況であった。また「企業のウェブサイトの人気はユーザビ

リティが大きく影響する」ということはメンバー全員の一致した意見であったが、これに

ついても感覚的な判断であり、ある程度の検証が必要である。そこで、本分科会では以下

の作業を実施した。 

 

（１） 文献によるウェブサイトのユーザビリティ評価手法調査 

ウェブサイトのユーザビリティテスト方式はどのような内容が実施されているのかの

現状分析を目的とする。調査の結果、最も有用であると判断したのは参考文献[1]で示され

ている手法である。 

 

（２）企業ウェブサイトへのユーザビリティテストの実施 

（１）で調査したユーザビリティテストを実際に特定業種の企業のウェブサイトに適用

した。対象としたウェブサイトはインターネット上でサイトランキングが掲載されていた

もので、ユーザビリティテストの得点とサイトランキングの得点は相関関係にあることが

確認できた。 

 

（１）により、一応のユーザビリティテスト方法を習得し、（２）によりユーザビリテ

ィテストの有用性も確認できた。しかし、企業が求めるユーザビリティテストとして「で

きる限り、低コスト（時間・人数）で効果の高い」テスト方式を提案する必要があると判

断し、この条件に対して今回の研究では「不特定多数のユーザ」ではなく、「企業が想定

しているユーザ像」に対してのユーザビリティを評価できることで対応することにした。

この方針に沿って（１）のテスト方式を更に向上させる目的で以下の作業を実施した。 

 

（３）文献によるウェブサイトのユーザビリティ評価手法改良 

この作業では、よりよいテスト方式を提案するため、調査の対象をウェブサイトに関す

るものに限定せずに実施した。この調査で（１）の手法と参考文献[3]の手法を組み合わせ

た効果的なユーザビリティテストの一例を完成させた。 

 

さらに（３）で作成したテストを各企業でも実践可能となるよう以下の作業を実施した。 

 

（４） テスト実施のためのテンプレート作成 

この作業により、今回提案したユーザビリティテストをそれぞれの企業でも簡易に実施

可能としている。 
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４．研究成果と考察４．研究成果と考察４．研究成果と考察４．研究成果と考察     
４．１４．１４．１４．１    ウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのユーザビリティテストの試行ユーザビリティテストの試行ユーザビリティテストの試行ユーザビリティテストの試行 

「企業のウェブサイトの人気はユーザビリティが大きく影響する」という仮説の検証、

および、ウェブサイトのユーザビリティテストのベースとなるテスト手法を調査・試行し、

その改善点を洗い出した。 

（１）ユーザビリティテスト手法の選定 

ユーザビリティテストは、色々な手法が提唱されている。今回我々が適用したユーザビ

リティテスト手法は、ユーザの実体験に基づいたユーザビリティに関するデータを提示し

ている参考文献[1]に掲載されたテスト手法である。 

このユーザビリティテスト手法は、次のように要約できる。 

・テスト実施方法 

被験者に、テスト対象ウェブサイトを利用して４つの課題を実施してもらう。この

４つの課題で日常遭遇する意志決定の場面をほとんど全てカバーすると考えられる。

課題実施後に、被験者にアンケート(７段階評価)を採る。アンケートの改良版は付録

３に掲載した。 

・テスト結果の評価方法 

アンケートの質問項目の 3,4,6 番を掛け合わせ１００点満点で正規化した値をユー

ザビリティテストの得点とする。この得点が高いほどユーザビリティが高いとする。 

（２）テスト対象ウェブサイトのサンプリング 

 テスト対象ウェブサイトとして、一般的で、どのサイトでもターゲットユーザ層に大き

な差がないと考えられる「書籍販売サイト」から、比較的上位にランキングされているサ

イトをサンプリングすることとした。 

そこで、日経ネットビジネスが２０００年１０月に行ったＥＣサイトランキングの書

籍・音楽ＣＤサイト部門から３サイトを選んだ。この３サイトをランキングの高い順に、

Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３（サイトランキングの得点はそれぞれ、8.2 点、6.5 点、5.1 点）とする。 

（３）実際の質問設計 

ユーザビリティテスト自体、初めての経験だったので、被験者にお願いする前に何度か

自分たちでシミュレーションして、対象とするサイトでの試用を通して、課題の難易度、

テスト時の情報収集内容について事前に綿密に打ち合わせを行った。 
 選定した手法に従い、商品購入の意志決定までの利用者の行動を、表４．１に示す具体

的質問として表わした。 

（４）テストの実施 

サンプリングした３サイトに対し、テストを実施した。 
ウェブサイトの善し悪しを判断するためには、多くの被験者でテストする必要があると

いう考えの基に、被験者は１４名にお願いした。テストに際し、被験者の属性（年齢・性

別・ＰＣ使用歴・ウェブ使用頻度（回/週））、課題達成度・テスト時のログ（被験者の言動・
観察者のメモ/考察）の情報も収集した。これらの情報は、ユーザビリティテスト実施後に
ウェブサイトの改善点を洗い出すために利用する。また、３サイトのテスト実施順で結果

がかたよることを防ぐため、ランダムな順番でテストをお願いした。 
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表４．１ 課題と具体的質問 

項
番 

課題種別 実際の質問 

１ 単純な事実に基づいた質問 「チーズはどこへ消えた？」の値段は？ 
２ 判断の必要な質問 

 
「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」は、 
(1)小学校高学年の子供に贈るのに適しているか？
… 内容 
(2)一週間以内に入手できるか？… 納期 
(3)自分の都合に合わせて入手できるか？ 

…入手方法（時間、場所） 
３ 事実の比較についての質問 「坊ちゃん」で一番安い書籍はどれか？ 
４ 比較および判断の必要な質問 あなたは上司に本をプレゼントしたいと考えてい

る。最適な本はどれか？ 
 

（５）テストの実施結果 

 人気度（サイトランキングの得点で表す）とユーザビリティ（ユーザビリティテストの

得点）の関係を比較したところ、人気の高いウェブサイトはユーザビリティテストの得点

も高く、相関関係が見られた(図４．１)。よって「企業のウェブサイトの人気はユーザビ
リティが大きく影響する」という仮説はおおむね正しいという結果となった。 

図４．１ 人気度とユーザビリティの関係 

（６）テスト手法の課題 

今回のテストにより（５）で述べた仮説検証ができたが、一方で、テスト手法に対する

意見が挙がった。これらの意見を整理すると、主に次の３つの課題にまとめられた。 

① より少ない被験者でテストを行える必要がある 

一人当たりの１サイト分のテスト時間は１５～２０分程度であり適当であったと考

える。しかし、今回１４名もの被験者に実施してもらったが、これほどの人数をテス

トの度に準備することは実際の業務では難しい。仮に大勢の被験者を準備できたとし

ても、テスト後の考察時間も被験者の人数に比例して増大する。少ない被験者で効果

人気度とユーザビリティの関係　（相関係数＝ 0.98791）

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10

サイトランキングの得点

ユ
ー
ザ

ビ
リ
テ
ィ
テ
ス
ト
の

得
点

S1

S2

S3

S1

S3

S2



 6 

的なテストを行えるよう改善が必要である。 

② 被験者選択や質問設定を効果的に行えているか疑問である 

被験者の属性（人、職業、サイト訪問目的、等）や設定する質問によって、テスト

結果が変わってくる可能性がある。例えば、本の検索を目的に訪れている人と、購入

して手に入れるところまでを目的に訪れている人とでは、テスト結果が変化したので

はないか。 

被験者の選び方と質問の設定方法について、効果的な方法を導きだし、結果の信憑

性を高める必要がある。 

③ アンケート用紙は改善が必要である 

アンケートでは７段階で回答を要求しているが、７段階だと多すぎて迷ってしまう。 

 

４．２４．２４．２４．２    ユーザビリティテスト手法の改良（ペルソナの導入）ユーザビリティテスト手法の改良（ペルソナの導入）ユーザビリティテスト手法の改良（ペルソナの導入）ユーザビリティテスト手法の改良（ペルソナの導入）    

我々は、４．１（６）①、②の課題を解決するヒントとして、参考文献[3]にある「ペ

ルソナ」という概念を導入することとした。このペルソナの要点は次の２点である。 

・幅広いユーザ層を満足させるためには、実はたった一人のためにデザインした方が効

果的である。そのたった一人のユーザをペルソナと呼ぶ。 

・ペルソナは「仮想ユーザ」であり、本物の人間の代わりになるよう定義される。ペル

ソナを厳密に（リアルに）定義すればするほど、より有効性が増す。 

 

ウェブサイトについても、あらゆるユーザ層を想定して機能を作るのではなく、「たっ

た一人」のターゲットユーザを想定し作った方が、良いウェブサイトになると考えた。こ

のペルソナという考えを４．１のテスト手法に導入することで、４．１（６）①、②は解

決すると考えた。 

具体的には、４．１のテスト準備段階の作業に、次の２点の作業を追加・変更する。 

・テスト対象サイトにおける主要なペルソナを定義 

・ペルソナの実現したい要求事項をユーザビリティテストの課題（質問）として設定 

 

（１）ペルソナの定義 

 表４．２の示す通り、Ｂ子さん、Ｄさん、という二人のペルソナを定義した。ペルソナ

はより厳密に定義すべきであるが、ここでは、性別、職業、書籍サイトに訪問する動機・

背景の定義にとどめた。 

（２）シナリオの設定 

Ｂ子さんとＤさん、それぞれに対し、表４．１と同様の４つの課題に対応した具体的質

問（以下、シナリオ）を設定した（表４．３、表４．４）。 

（３）テストの実施 

テスト対象ウェブサイトは、４．１と同様にＳ１、Ｓ２、Ｓ３の３サイトとした。また、

これらの３つのサイトに対し、Ｂ子さんとして３名、Ｄさんとして４名の方々にテストを

お願いした（全て４．１で依頼した１４名の中から選んでいる）。なお、アンケート用紙は

７段階から５段階の評点方法に変更した（４．１（６）③の課題に対応）。
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表４．２ ペルソナの定義 
ペルソナの名前 ペルソナの定義 
Ｂ子さん 大手電気会社で働くＯＬ。 

先日、レンタルビデオで「キャスト・アウェイ」（トム・ハン
クス主演）を見て感動。彼女は、ぜひこの原作本を読んでみた
いと考えた。数年前に買ったパソコンでインターネットも使用
可能だが普段はまったく使っていない。友人からインターネッ
トで本が買えると聞きせっかくだからウェブでの購入を試みる
ことにした。 
両親と同居しているため、自宅への配送が可能。 

Ｄさん ＳＩベンダーで経験を積んだベテランのＩＴコンサルタント
（男性）。 
ＩＴコーディネーターの資格取得を機に独立して多忙な日々を
送っている。仕事がらＩＴ関連は当然のこと色々な分野の業務
知識を広く持つ必要がある。最新情報を常に収集していつでも
提示できるように準備しておくのが鉄則だ。 
しかし、クライアントとの打合せで毎日忙しく本屋で書籍を購
入する時間は殆ど無く、ＩＴを駆使してウェブで書籍を探して
購入するのが習慣となっている。 
ところで、米国同時多発テロの影響で「情報システムのリスク
対策」がホットな話題だ。ＩＴコンサルタントとして情報収集
するために関連書籍購入を検討している。 

 

表４．３ Ｂ子さん用のシナリオ 
項
番 

課題種別 実際の質問 

１ 単純な事実に基づいた質問 「キャスト・アウェイ」の本はあるか 
２ 判断の必要な質問 その本は映画の小説（原作本）なのか 
３ 事実の比較についての質問 「キャスト・アウェイ」の他にトム・ハンクス

が主演した映画の原作本のうち最近出版された
ものはどれか 

４ 比較および判断の必要な質問 トム・ハンクス主演映画の原作本でノルマンデ
ィ上陸作戦を舞台とした物語はどれか 

 

表４．４ Ｄさん用のシナリオ 
項
番 

課題種別 実際の質問 

１ 単純な事実に基づいた質問 「情報システムのリスク対策」と言うタイトル
の書籍はあるか？ 

２ 判断の必要な質問 「情報システムのリスク対策」について書かれ
た書籍はあるか？ 

３ 事実の比較についての質問 ２でリストアップされた書籍の中で最も新しい
物はどれか？ 

４ 比較および判断の必要な質問 「情報システムのリスク対策」を語るのに購入
すべき書籍はどれか？ 
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（４）テスト結果の考察 

（ａ）少ない被験者でもテストが実施できたかについての考察 

 当初の目的である少ない被験者でもテストが実施できたかについては、４．１と同様に、

人気度（サイトランキングの得点で表す）とユーザビリティ（ユーザビリティテストの得

点）との間に相関関係があるかで確認することとした（相関関係が４．１評価と同程度に

あれば少ない人数で同様なテストを実施し得ると考える）。図４．２に、ペルソナ導入後の

人気度とユーザビリティとの相関関係を示す。 

本グラフより、ペルソナ導入後では、ペルソナ導入前と比較し、相関関係は低くなって

いる。これは、Ｓ３とＳ２とのユーザビリティが逆転したことが原因である。実は、サイ

トＳ３が、分科会活動期間中に大幅にリニューアルされ、Ｓ２よりもユーザビリティが高

くなってしまったことが最大の原因である。リニューアル後の日経ネットビジネスのウェ

ブサイト人気ランキングは未発表であり、残念ながら、少ない被験者でテストを実施して

も、４．１と同様な結果になることを定量的に示すことはできなかった。ただ、Ｓ３を除

外し、Ｓ１、Ｓ２だけでみれば人気度とユーザビリティとの順位関係が、４．１の評価結

果と同じであることと、被験者および観察者からの意見という定性的な情報とを総合する

と、ペルソナを導入することにより、３～４名の被験者によってもある程度の精度を持っ

たテスト結果を得られるであろうと考えている。 

人気度とユーザビリティの関係　（相関係数＝0.71358）
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図４．２ 人気度とユーザビリティの関係（ペルソナ導入後） 

（ｂ）複数のペルソナによるテスト結果の考察 

テスト対象サイト別（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）に、ペルソナＢ子さんとしての被験者３名と、

ペルソナＤさんとしての被験者４名とのユーザビリティテスト得点を図４．３に示す。グ

ラフ上の折れ線は、各被験者のサイトＳ１、Ｓ２、Ｓ３のユーザビリティテスト得点の平

均点を、ペルソナ毎に表したものである。図４．３から、以下の３点が考えられた。 

① 全被験者の平均を示した折れ線の形を見ると、Ｂ子さん用のシナリオ、Ｄさん用の

シナリオのどちらで実施しても、ユーザビリティ順位は、Ｓ１→Ｓ３→Ｓ２の順で

ある。従って、ペルソナを導入したテストは、複数のサイト（但し同じターゲット

ユーザ）に対するユーザビリティの相対評価には適していると考えられる。
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アンケート集計結果
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図４．３ テスト対象サイト別、ユーザビリティテストの得点（ペルソナ導入後） 

② 各サイトともに、ペルソナＢ子さんよりペルソナＤさんの方が、ユーザビリティ得

点が高い。これは、各サイトの運営者が、ターゲットユーザをＤさん向けとしてい

れば成功していると言えるし、両方をターゲットとしていれば、Ｂ子さん向けにと

って使いやすく改善する必要があると言える。複数のペルソナを導入してテストす

ることは、ターゲットとして想定したユーザ向けになっているかどうかを相対的に

評価し、改善の指針を与えるのに利用できると考えられる。 

③ 被験者毎に見ると、ペルソナおよびテスト対象毎に多少のばらつきがある。表４．

５に、ペルソナおよびテスト対象毎のユーザビリティ得点の分散を示す。表４．５

より、ペルソナ単位で見るとＢ子さんよりもＤさんの方が分散（ばらつき）が大き

く、サイト単位で見ると、Ｂ子さん・Ｄさんともに、Ｓ３→Ｓ１→Ｓ２の順で分散

（ばらつき）が大きい。 

表４．５ ペルソナおよびテスト対象サイト毎のテスト結果の分散 

 

 

 

表４．５の分散の状況から、次のことが推測できる。 

・ ばらつきを抑えるためにはペルソナ定義方法や被験者選定方法に改善要 

そもそも、ばらつきが出てしまった要因は、ペルソナを定義したとしても被験

者の主観が入ったり、経験値の差によるものであり、ある程度はやむを得ないこ

とと考える。ばらつきをもっと抑えることにより、絶対評価やより少ない被験者

でのテストが可能となるが、そのためには、ペルソナ定義をより厳密にし、被験

者をできるだけペルソナに近い人にするなどの工夫が必要であろう。 

・ ユーザビリティが良いほど、テスト結果のばらつきが大きくなるのではないか 

一方、分散の大きさに差が出たことに関しては、ペルソナ定義の厳密さや被験

者選定に差があったとは考えにくい。推測であるが、ユーザビリティがある程度

良くなると、ユーザビリティの得点にばらつきがでてくる傾向にあるのではない

か。ユーザビリティが悪ければ、だれがやっても悪いが、ユーザビリティが充実

してくるほど、被験者の主観・経験値による差が出てくるのではないかと考えた。

  Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ 

Ｂ子さん 46.293 7.680 99.840 

Ｄさん 310.000 120.960 402.880 
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しかし、そう考ると、サイトＳ３の分散が最も大きいという点が説明できない。 
・ サイトＳ３の分散が大きいのは被験者の主観が入る要素が大きかったため 

ユーザビリティが良いほどユーザビリティ得点の分散が大きくなるのであれば、

Ｓ３が最もユーザビリティが高くなるという論理になり、テスト結果と矛盾する。

この点に関して次の要因により、Ｓ１とＳ２と比較し、被験者の主観を入りやす

くし、ばらつきを大きくしたためと推測する。 
- ペルソナ導入前後で、サイトＳ３が大幅なリニューアルを果たしたこと 
- サイトＳ３のリニューアル前のユーザビリティが非常に悪かったこと 
- ペルソナ導入後の被験者は導入前の被験者の中から選定されていること（リ

ニューアル前と後との両方を知っている） 
    

４．３４．３４．３４．３    ユーザビリティテスト実施ガイドユーザビリティテスト実施ガイドユーザビリティテスト実施ガイドユーザビリティテスト実施ガイド    

ユーザビリティテストは提示した課題をテスト対象サイトで実施し、課題達成までのプ

ロセス及び課題実施後のアンケートにて対象サイトの評価を行う。実際にいくつかのサイ

トを対象にユーザビリティテストを実施したところ、対象サイトの目的（意図）を考慮し

た課題の与え方が非常に重要であることが判明した。それらをまとめユーザビリティテス

ト実施ガイドとして以下に示す。 

（１）ユーザビリティテストの流れ 

ユーザビリティテストの実施は以下の４つのプロセスで行う。 

① テスト対象サイトの決定 

② 課題の作成 

③ ユーザビリティテストの実施 

④ テスト結果の集計、評価 

（２）課題の作成方法 

ユーザビリティテストを実施するために４つの条件を満たす質問を設定する。 

① 単純な事実に基づく質問 

② 判断の必要な質問 

③ 事実の比較についての質問 

④ 比較および判断の必要な質問 

質問の設定では対象サイトの目的（意図）を考慮した課題の与え方が非常に重要とな

るため、最初にサイトを使用する主要なペルソナ（仮想ユーザ）を定義して課題を考え

ると設定し易い。ペルソナは出来るだけ厳密に定義することで、あいまいなユーザ像を

排除し現実で対象サイトを使用する場面に近いテストを実施することが出来る。 

ペルソナの定義と作成課題の例を表４．６に示す。 
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表４．６ 課題設定例 
タイトル 「情報システムのリスク対策」に関する書籍購入 
ペルソナ 
（性別、職
業、サイト
を利用する
動機・背景
な ど を 記
入） 

ＩＴコンサルタントのＤさんはＳＩベンダーで経験を積んだベテラ
ン。ＩＴコーディネーターの資格取得を機に独立して多忙な日々を送っ
ている。仕事がらＩＴ関連は当然のこと色々な分野の業務知識を広く持
つ必要がある。最新情報を常に収集していつでも提示できるように準備
しておくのが鉄則だ。クライアントとの打合せで毎日忙しく本屋で書籍
を購入する時間は殆ど無い。そこでＩＴを駆使してＷｅｂで書籍を探し
て購入するのが習慣となっている。米国同時多発テロの影響で「情報シ
ステムのリスク対策」がホットな話題だ。ＩＴコンサルタントとして情
報収集するために関連書籍購入を検討している。 
＜①単純な事実に基づく質問＞ 
「情報システムのリスク対策」と言うタイトルの書籍はあるか？ 

＜②判断の必要な質問＞ 
「情報システムのリスク対策」について書かれた書籍はあるか？ 

＜③事実の比較についての質問＞ 
②でリストアップされた書籍の中で最も新しい物はどれか？ 

課題 

＜④比較および判断の必要な質問＞ 
「情報システムのリスク対策」を語るのに購入すべき書籍はどれか？ 

（３）ユーザビリティテスト実施方法 

ユーザビリティテストの実施は、被験者に設定した課題を与え、テスト対象サイトで

その課題を順次実施してもらう。観察者は「ユーザビリティテスト記録用紙」に各課題

に対する被験者の操作・行動・発言および観察者のメモ・考察を記録する。また「ユー

ザビリティテスト結果レポート」に各質問毎の達成度を記入する。課題が終了したら被

験者に「課題終了後のアンケート」を記入してもらいユーザビリティテストが終了する。

各記録用紙からは以下の情報が得られる。 

①「ユーザビリティテスト記録用紙」（付録２） 

テストサイトの操作上の問題点および情報量の不足等 

②「ユーザビリティテスト結果レポート」（付録１） 

 ４つの質問に対する課題の達成結果 

③「課題終了後のアンケート」（付録３） 

テスト対象サイトに対する評価点（５段階） 

（４）テスト結果集計方法 

課題終了後のアンケートを集計することで、そのサイトの評価を数値化して表す。こ

うすることで、同サイトを改善した場合あるいは同種サイトとの比較の物差しとして用

いることができる。アンケートの集計方法を以下に示す。 

①ユーザビリティテストの得点（１００点満点） 

アンケートのＱ３、Ｑ４、Ｑ６を以下の式で集計する。 

 得点 ＝ １００×（Ｑ３×Ｑ４×Ｑ６）／（５×５×５） 

②「総合評価」の集計（８０点満点） 

総合評価の項番１～１６を集計する。 

 集計した結果は、散布図にグラフ化することで、視覚的な評価が行える。 
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③「達成度」の集計 

 ユーザビリティテスト結果レポートに記入した課題達成度から、各サイト毎に達成

できた質問数を集計し、以下の式にて算出する。 

課題達成度（％） ＝ 達成課題数 ／ 全質問数（被験者数×４） × １００ 

 

算出例） 
 被験者 1 被験者２ 被験者３ 
サイト S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

質問１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
質問２ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
質問３ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 
質問４ ○ × × ○ × × ○ × × 

 

 

達成した質問数（○の数） サイトＳ１：１２個 

                Ｓ２： ８個 

                Ｓ３： ７個 

となり、それぞれのサイトの達成度は以下となる。 

Ｓ１＝１００％、Ｓ２＝６６．７％、Ｓ３＝５８．３％ 

 

ユーザビリティテストの評価結果は図４．４のようなレポートにまとめると良い。 
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ユーザビリティテスト評価レポート 

 

テスト実施日 200x.xx.xx ～ 200x.xx.xx 被験者数 ４人 
Ｓ１ http:// 
Ｓ２ http:// 

テスト対象サイト 

Ｓ３ http:// 
テストシナリオ 「情報システムのリスク対策」に関する書籍購入 
課題達成度 Ｓ１ 87.5％ Ｓ２ 50.0％ Ｓ３ 93.8％ 

 

総合評価 集計結果
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図４．４ ユーザビリティテスト評価レポートの例 
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５．達成度・反省点・課題５．達成度・反省点・課題５．達成度・反省点・課題５．達成度・反省点・課題    

 達成度としては、当初の目標であった「ウェブサイトのユーザビリティを評価する

ために、低コストで効果的な方式を提案」を十分満たしている。また、ウェブサイト

の人気度とユーザビリティの関係を示すことができたのは、大きな成果である。 

 反省点としては、昨年同様に「テーマ絞込みの遅れ」があげられる。今後の分科会

活動の進め方で工夫が欲しい。また、新たな試みとして実施した「ユーザビリティラ

ボの見学」は、ユーザビリティ活動の先端を行く企業の現場を知るとても貴重な経験

だった。今後も分科会の中で議論するだけでなく、他分科会や関連企業・団体と連携

して活動して行ってはどうだろうか。 

 課題としては、「ユーザビリティ評価の絶対基準の設定」があげられる。被験者の考

え方で得点がばらつかないように、各点数の基準を明文化する必要がある。絶対評価

が可能になれば、ユーザビリティに関する合格ラインとして、品質保証に有効である。  
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付録１付録１付録１付録１    ユーザビリティテスト結果レポートユーザビリティテスト結果レポートユーザビリティテスト結果レポートユーザビリティテスト結果レポート    

【評価期間】 年　　月　　日～　　年　　月　　日

【評価人数】 人

【タイトル】

【テスト対象ＵＲＬ】
S１ http://
S２ http://
S３ http://

【ペルソナ】

１．単純な事実に基づいた質問：

２．判断の必要な質問：

３．事実の比較についての質問：

４．比較および判断の質問：

ユーザ・プロフィール A B C D E
年齢
性別 男・女 男・女 男・女 男・女 男・女

PC使用歴[年]
Web利用頻度[回／週]

課題達成度(○・×) S1・S2・S3 S1・S2・S3 S1・S2・S3 S1・S2・S3 S1・S2・S3
質問１ 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     |
質問２ 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     |
質問３ 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     |
質問４ 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     | 　　|     |
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付録２付録２付録２付録２    ユーザビリティテスト記録用紙ユーザビリティテスト記録用紙ユーザビリティテスト記録用紙ユーザビリティテスト記録用紙

実施日：    /  / 

　ユーザビリティテスト記録用紙　ユーザビリティテスト記録用紙　ユーザビリティテスト記録用紙　ユーザビリティテスト記録用紙 ユーザ： 担当：
Webサイト：
質問番号 ユーザの操作・行動・発言 観察者のメモ・考察

1

2

3

4

総評
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実施日：2002/02/22

　ユーザビリティテスト記録用紙(記入例)　ユーザビリティテスト記録用紙(記入例)　ユーザビリティテスト記録用紙(記入例)　ユーザビリティテスト記録用紙(記入例) ユーザ： A 担当： 金山
Webサイト S1
質問番号 ユーザの操作・行動・発言 観察者のメモ・考察

1
トップページを探す⇒発見できず
「検索はどこだ…」とつぶやく 検索ボタンが分かりづらい
「書籍名A」で検索⇒２件ヒット

2
「書籍名B」で検索⇒ヒットせず
しばらく検索結果を眺める 候補無しの表示が分かりづらい

詳細検索でキーワード指定 詳細検索のボタンを見つけづらい

検索結果をクリックして詳細表示

3
詳細表示結果をメモする

他の書籍の詳細表示を行なう 「次へ」のボタンがあると簡単

メモと比較する

4
キーワード検索で候補無し

トップページの分類を辿る

該当分野の書籍を順番に見る 本の内容紹介が少ないので、
目的に合った書籍を選ぶのが

本のタイトルと著者を眺めて 難しい
「書籍Ｄ」を選択

総評
多少のつまづきはあったが、 ユーザに考えさせる場面が多い
課題は概ね達成できた。 関連情報のリンクの充実が必要
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付録３付録３付録３付録３    課題終了後のアンケートとサイトの総合評価課題終了後のアンケートとサイトの総合評価課題終了後のアンケートとサイトの総合評価課題終了後のアンケートとサイトの総合評価     

課題終了後のアンケート課題終了後のアンケート課題終了後のアンケート課題終了後のアンケート お手数ですが質問にお答え下さい

1 からだの調子はどうですか

ひどく疲れた 1111 2222 3333 4444 5555 元気である

2 このサイトでの作業についてどう感じましたか

全く混乱した 1111 2222 3333 4444 5555

3 この課題をたっせいするにあたって

相当ストレスを感じた 1111 2222 3333 4444 5555

4 事前のあなたの予想と比べてこの課題を解く速さはいかがでしたか

かなり手間取った 1111 2222 3333 4444 5555 速く答えられた

5 このサイトで得られた情報の質について評価してください

受け入れ難い 1111 2222 3333 4444 5555 素晴らしい

6 このサイトの情報は信用に足ると思いますか

信用できない 1111 2222 3333 4444 5555 信用できる

7 この作業終了後の気分はいかがですか

もうやめたい 1111 2222 3333 4444 5555 もっとやりたい

8 もしあなたがインターネットにアクセスする手段がなかったら今回の課題はどうやって回答しますか
当てはまるものすべてを書いて下さい
本を読む（何を：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
人に聞く（誰に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
捜しに行く（どこへ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他：

サイトの総合評価サイトの総合評価サイトの総合評価サイトの総合評価 大いに不満 大いに満足
1 情報の見つけやすさ 1111 2222 3333 4444 5555
2 データの読みとりやすさ 1111 2222 3333 4444 5555
3 データ検索作業への集中のしやすさ 1111 2222 3333 4444 5555
4 ナビゲーションの組立て 1111 2222 3333 4444 5555
5 検索のしやすさ 1111 2222 3333 4444 5555
6 サイトの概観 1111 2222 3333 4444 5555
7 グラフィックの質 1111 2222 3333 4444 5555
8 グラフィックとサイトの内容との関連性 1111 2222 3333 4444 5555
9 データ表示スピード 1111 2222 3333 4444 5555

10 データの更新頻度（データは最新か） 1111 2222 3333 4444 5555
11 言葉づかい 1111 2222 3333 4444 5555
12 楽しめたか？ 1111 2222 3333 4444 5555
13 サイトの使い方についての説明 1111 2222 3333 4444 5555
14 使いやすさ全般について 1111 2222 3333 4444 5555
15 サイトの中味は取り扱うべき内容を十分カバーしていた 1111 2222 3333 4444 5555
16 サイトの作業性に対する評価 1111 2222 3333 4444 5555

次に何をすれば
よいのか常に正
確にわかった

テキパキと
答えられた

    
((((参考文献参考文献参考文献参考文献 [1][1][1][1]より本論文著者が改良より本論文著者が改良より本論文著者が改良より本論文著者が改良 )))) 

    
    


