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1. 背景・目的
近年，作業現場では業務効率化のために業務
システムの導入が積極的に進められている．こ
こでの作業現場とは，1 次産業や 2 次産業の作
業場を指す．作業現場では，立ち作業が多いこ
とや，PC を持ち込むことが困難な作業が多いこ
とからタブレット向け業務システムの導入が進
んでいる．国内の上場企業を対象に実施したタ
ブレット導入状況に関するアンケート調査によ
ると，2015 年までに業務へタブレットを初期導
入している割合が電力・ガス・水道で約 73%，
流通・小売で約 67%であり，作業現場を含む業
界へのタブレット導入が進んでいる[1]．一方
で，機器で使用される業務システムのユーザビ
リティは，軽視される傾向にある．その理由と
して業務システムのユーザビリティ改善は，費
用対効果が低いことなどが挙げられる．業務シ
ステムのユーザビリティが軽視されると，作業
の効率性や正確性が低下し，大きな損失を招く
可能性がある．特に，作業現場では IT 機器の
利用経験が少ない従業員が多く，入力ミスなど
が発生しやすく，大きな事故に波及する可能性
がある．以上より，業務システムにおいてユー
ザビリティの確保は重要であると言える．
本研究の目的は，作業現場における業務シス
テムのユーザビリティ向上である．作業現場で
タブレット導入が進んでいることからタブレッ
ト向け業務システムを対象とする．この対象に
適したユーザビリティ評価手法を開発し，効果
的にシステムのユーザビリティを改善できる支
援システムを開発することを目標とする．
2. 研究課題
作業現場で使用するタブレット向け業務シス
テムのユーザビリティを評価する手法は，未だ
確立していない．従来，PC を使用する業務シス
テムを対象としたユーザビリティ評価手法は複
数開発されており，そのうちの一つにユーザビ
リティ評価シート（以下評価シート）を用いた
研究がある[2]．評価シートとは，ユーザビリ
ティを評価するために必要な項目が用意された

シートである．これを用いることで対象システ
ムのユーザビリティを適切に評価することがで
きる．評価シートを用いた評価は，専門家や被
験者を必要としないため，容易に実施できる．
しかし，この研究は PC を使用する業務システ
ムを対象としているため，作業現場で使用する
タブレット向け業務システムのユーザビリティ
評価には，利用環境や評価対象の違いから適し
ていない．
3. 課題解決アプローチ
2 章の課題を解決するため，業務システムの
設計者を評価者と想定した，作業現場で使用す
るタブレット向け業務システムのユーザビリテ
ィ評価シートを開発する．
業務システムの設計者が評価シートから評価
結果を得るだけでは，ユーザビリティ改善に直
接つなげることが困難である．より効果的に業
務システムのユーザビリティを改善できるよう，
評価結果を視覚的に表示し，具体的な改善例を
提示する支援システムを開発する．
4. 提案手法
4.1 ユーザビリティ評価シート
参考文献や現場でのヒアリング結果などを基
に，評価項目を抽出する．項目の重複をなくす
ため，業務システムのユーザビリティ改善経験
者にレビューして頂く．タブレットで使用する
業務システム利用の特徴から，カテゴリを作成
し項目を分類する．図 1 は，作成したカテゴリ
の説明とカテゴリごとの項目数を表す．最後に，
AHP 法[3]を用いて，Nielsen のユーザビリティ
特性[4]の観点から各評価項目の重要度を算出
する．Nielsen が提唱するユーザビリティ特性
は 5 つあり，本研究ではそのうち学習のし易さ，
効率性，記憶し易さ，エラーの少なさの 4 つの
観点を用いる．AHP 法を用いて，ユーザビリテ
ィ特性の観点から重要度を算出することで，ユ
ーザビリティの観点から評価結果を算出可能と
なる．以上より，計 5 カテゴリ 57 評価項目か
らなる評価シートを開発した．
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表 1 改良前後のユーザビリティ評価結果

図 1 開発した評価シートの概要
4.2 ユーザビリティ改善支援システム
Microsoft Excel を用いて 4.1 節の評価シートを搭
載した，業務システムのユーザビリティ改善を支援す
るためのユーザビリティ改善支援システムを開発する．
各カテゴリの項目をチェックすると，ユーザビリティ特
性ごとに 10 点満点でスコアが算出される．評価結果
は数値とグラフで出力され，チェックがつかなかった
項目に対するユーザビリティ改善例が表示される．
5. 実験
提案手法の有効性を検証するため飯尾，清水ら
の手法[2]を参考に，図 2 の実験の手順①～④を実
施した．実験では，植物工場 A の作業現場で使用さ
れている業務アプリケーション（以下業務アプリ）を対
象とした．植物工場 A は，生産計画，生産実績など
様々な管理業務をシステム化している．作業現場で
業務システムを利用する際は，持ち運び自由なタブ
レットを用いている．実験対象の業務アプリは，在庫
管理業務の一部を担う業務システムである．以前は
紙とペンを用いて実施していた在庫管理業務を効率
化するため，業務アプリが導入された．そのため，作
業現場のユーザがどれだけ効率的かつ正確に対象
業務を遂行できるかが重要である．
手順①，③のユーザビリティ評価，手順②の改良
案作成には，業務アプリの設計者に協力頂いた．手
順①～④を実施し，得られた業務アプリ改良前と改
良後のユーザビリティ評価結果を表 1 に示す．手順
①で得られた結果では，エラーの少なさの観点で最
低点，学習のし易さの観点で最高点であった．業務
アプリ改良時には，最低点であったエラーの少なさと，
効率的に対象業務を遂行できているかを判断する効
率性 2 つの観点で重要度が高く，チェックがつかな
かった項目を重視した．

6. 考察
ユーザビリティ改良前，改良後の評価結果を比較
すると，効率性の観点では，1.16 点(11%)向上してお
り，4 つの観点で最高点となった．同じく重視して改
善したエラーの少なさの観点では，1.46 点(12%)向上
しているが，改良前の結果と変わらず 4 つの観点で
最低点であった．これは，エラーの少なさの観点に
おいて重要度が高かった項目のうち 2 項目を今回の
実験では改善する必要がないとして，改善しなかっ
たためであると考えられる．改善しなかった 2 項目を
除くと，エラーの少なさで重要度が高かった項目は
すべて改善しており，スコアは十分に向上したと言え
る．
この実験でのユーザビリティ改善がユーザにとって
有効であったかを調査するため，現場で対象システ
ムを使用する従業員 7 名にアンケートを実施した．1
～5 までの 5 段階で全 22 項目を評価して頂いた結
果，2 項目を除くすべての項目で評価 5 であった．
評価 5 でなかった 2 項目も，評価 4 であり開発した
評価シートを使用したユーザビリティ改善が，現場の
ユーザにとって，有効であったことが示された．
業務アプリの改良前，改良後の評価結果の比較よ
り，提案手法を用いたユーザビリティ改善でスコアが
向上した．アンケート調査からは，提案手法を使用し
たユーザビリティ改善がユーザにとって有効であるこ
とが示された．以上の結果を総合的に評価し，開発
した評価手法が作業現場におけるタブレット向け業
務システムのユーザビリティ改善に有効であることを
検証できた．
7. まとめ
本研究では，作業現場における業務システムのユ
ーザビリティ向上を目的とし，評価シート，ユーザビリ
ティ改善支援システムを開発した．実験では，提案
手法を用いたユーザビリティ改善が有効であることを
検証できた．今後は，評価シートおよび改善支援シ
ステムを改善・評価していく．
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図 2 実験の手順

4-336

Copyright 2020 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

