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要　　　旨

制御可能感体験という操作体験がどのようにしてもたらされるかを説明するモデルと，そのモ

デルに基づくユーザビリティチェックリストを開発した．制御可能感体験とは，ユーザーの機器

操作中の心的状態で，機器を自らが制御し作業を遂行しているという感覚，作業に対する高い集

中，高いパフォーマンスを特徴とする体験のことである．開発したチェックリストの各チェック

項目は制御可能感体験の説明モデルにより導出されている．このためチェック結果から制御可能

感体験の強さを予測できる点がこのチェックリストの特徴である．今回，その妥当性を検証する

ため開発したチェックリストを用いてアプリケーションソフトウェアの評価実験を行ったところ，

実際に，チェック結果からユーザーの制御可能感体験の強さを予測できることが示された．

ABSTRACT

A usability checklist is developed so as to examine human interface design whether it provides

perceived controllability to users or not. Perceived controllability is a subjective experience. Users

feel in the experience as if they directly initiate and control actions. The controllability strongly

correlates with overall quality of user experience. Using this usability checklist, designers can predict

how strongly human interface provides the perceived controllability to users. Two experiments were

conducted to examine the validity of the usability checklist: (1) we measured the subjective degree

of perceived controllability of 8,168 users about 42 popular software applications. (2) Using the

usability checklist, seven human interface designers were asked to assess the software applications

used in the above experiment. The validity of the usability checklist was examined by comparing the

scores of measured perceived controllability with the number of checked items for each software

application. The result suggested that the more checked items of the checklist, the more strongly

users perceive controllability.
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 1．制御可能感体験

我々は，ヒューマンインタフェースをユーザーに操作体

験を提供する手段として捉えている．すなわち，ヒューマン

インタフェースの設計とは，操作体験の設計であると考え，

研究を進めている．

提供すべき体験として，近年，我々が注目しているのが

制御可能感という体験である[4][5]．制御可能感とは，機器

操作中の主観的体験を測定した際に観察される体験の1つで，

課題に対する強い集中と，高いパフォーマンス，ポジティブ

な感情を特徴とする．このときユーザーは「機器を操作して

いるという意識が消失し，課題そのものを直接遂行している

感覚が生じる」と報告する．制御可能感はまた，単に目的が

達成できた，あるいは作業が円滑に進行しただけでは得られ

ない．ユーザーが課題遂行のための工夫を行い，それが作業

結果に反映されてはじめて観察される．課題が容易すぎ工夫

の余地がない場合には，制御可能感は体験されないのである．

 2．制御可能感モデル

こうした作業への集中や熱中を説明する変数として，

Csikszentmihalyi, M.は，スキルとチャレンジという概念を提

案している[2]．この2つの変数を，機器を用いた課題遂行に対

応させて定義すると，Fig.1のような制御可能感体験に関する

説明モデル(スキル・チャレンジモデル)を考えることができる．
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Fig.1 User experience model (skill-challenge model).

【スキル】課題解決の能力をスキルと呼ぶ．機器操作の場合，

スキルはユーザーの内部と機器との両方に存在する．ユーザーの
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スキルとは，課題領域に関する知識や機器や機能に関する知識，

操作に必要な感覚運動能力などである．機器が提供するスキルと

は課題解決に必要な機能であるが，ユーザーが解釈し利用されな

ければ発揮されない．

【チャレンジ】課題遂行においてユーザーが設定する作業目

標をチャレンジと呼ぶ．チャレンジもまた，ユーザーと課題要求

の双方から規定される．一般に作業目標は不完全な記述と解釈の

幅を持って提示されるため，それらは課題が要求する範囲の中で

ユーザーにより自由に設定される．

スキル・チャレンジモデルによると，我々が注目してい

る制御可能感とは，ユーザーと機器が持つ課題遂行能力(ス

キル)と，課題要求を解釈しユーザーが設定する作業目標

(チャレンジ)との均衡からもたらされる状態と定義されてい

る．すなわち制御可能感は，チャレンジが容易でも困難でも

なく，スキルに応じて設定されて，初めて体験することがで

き，実験で観察された特徴と一致するようになっている．

また，これら2つの変数を考えることにより，新たに2つ

の状態を考えることができる．1つは，課題が要求するチャ

レンジに較べてスキルが低く(Fig.1の左上側の領域)課題遂行

が困難な圧迫感の状態である．典型的には，初心者ユーザー

が機器操作スキルの不足から課題が達成できない状態で，不

安や焦燥を伴う体験である．もう1つは，課題が要求する

チャレンジに較べてスキルが高く(Fig.1の右下側の領域)課題

遂行が容易過ぎたために生じる退屈感の状態である．課題は

困難なく達成されるが，退屈で単調な体験を伴う．制御可能

感と同様に，これら2つの体験もまた，機器操作実験によっ

て観察され[4][5]，このモデルで扱うことができる．

 3．制御可能感体験の有効性検討

我々の目標は，インタフェース評価から現実場面での制

御可能感の強さを予測できるチェックリストを開発すること

である．そのチェックリストの各評価項目は，スキル・チャ

レンジモデルに従って抽出するため，モデルの妥当性を検討

する必要がある．1つは，スキル・チャレンジモデルから導

かれる3つの体験の，現実場面の体験に対する説明力である．

これら3つの体験により，現実の操作体験を広くカバーでき

なければ，チェックリストにより予測する意義がない．もう
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1つは，変数として設定したスキルとチャレンジの妥当性で

ある．チェックリストの各評価項目は，このスキルとチャレ

ンジの操作という観点から抽出されるため，チェックリスト

の予測性能を左右するからである．

前者の説明力については，市販の42種類のソフトウェア

に対し，8168名のユーザーから3つの体験の強さと，総合的

な操作性の評定データを収集して検討した．ソフトウェア毎

に，各体験計測項目の合計値(制御可能感得点+圧迫感得点+

退屈感得点)の平均と，総合的操作性を計測する項目と「総

合的に使いやすい」の平均を求め，それらの間の相関係数を

算出すると，R = 0.903の値を得た．これは，モデルから導

かれる制御可能感，圧迫感，退屈感の3体験により，総合的

操作性を計る項目の変動を80%以上説明できることが現実場

面のデータから示されたことを意味する．チェックリストの

予測体験として制御可能感体験を設定することは，その説明

力において妥当だと言える．

次に，2つの変数の妥当性を検討するために，チャレンジ

(課題の難易度)に2水準，被験者のスキルに2水準(初心者，

熟練者)を設定した，課題遂行実験を実施した．20分間の課

題遂行の後，ユーザーの体験を計測すると，スキルに比べ

チャレンジが高い場合は圧迫感に，反対にスキルに比べチャ

レンジが低い場合には退屈感になる被験者が多かった．さら

に両者のバランスがとれた被験者では，概ね制御可能感が体

験されることがわかった．これにより，モデルから予測され

る状態を被験者は体験したと言え，スキルとチャレンジの2変

数により，上述の3つの体験が説明され得ることが支持された．

これらの結果により，現実場面のユーザーの操作体験を良

く説明する概念として制御可能感体験を，またその説明モデル

としてスキル・チャレンジモデルを採用することができよう．

 4．制御可能感モデルに基づくチェック

リストの作成

課題遂行時の体験の改善という目的からは，インタ

フェースは，スキルとチャレンジが不均衡である状態のユー

ザーを，制御可能感領域へ移行させる役割を担わなければな

らない．スキル・チャレンジモデルによれば移行の際に操作

できる変数はスキルとチャレンジであるから，制御可能感体

験の醸成に必要なインタフェース設計要件は，この2つの変
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数の操作という観点から考察し記述することになった．

まず，スキルがチャレンジを下回っている状態において

は，ユーザーはタスク遂行に十分なスキルを持たず，圧迫感

(やりたいことができず，焦りを感じるような状態)を体験し

やすい．このとき制御可能感の体験に必要なのは，ユーザー

によるシステムの利用やタスクの遂行に関する知識･技能の

修得，すなわちスキル不足の解消である．このための操作性

設計上の要件としては，獲得すべきスキルが少くすること，

スキルを獲得するための支援を行うことが考えられる．獲得

すべきスキルを少なくするためには，既存のスキルが通用し

新たなスキルを必要としないようすること，獲得すべきスキ

ルを整理して示すことが有効である．また，スキルの獲得プ

ロセスを支援するため，特に習熟の支援を考慮したヘルプ等

の機能も求められる．

次に，スキルとチャレンジとが釣り合っている状態にお

いては，ユーザーは制御可能感を体験しやすい状態にあると

考えられるが，この均衡状態を保つためには，体験の維持と

逸脱の防止に関する工夫がインタフェースに求められる．そ

のための留意点は，操作の流れが自然であることと，操作に

対して明瞭なフィードバックが与えられることである．操作

の流れが自然でないとき，あるいはフィードバックが与えら

れないときには，ユーザーは作業ではなく機器の振る舞いに

注意が向き，体験を維持することができない．操作の流れの

自然さには，ベースとなる操作フローの自然さだけでなく，

ミスなどによって作業や思考が中断されるのを防ぎ，またも

し中断があった場合には速やかにもとの流れに復帰できるこ

とが求められる．

スキルがチャレンジを上回っている状態においては，

ユーザーは自分のスキルが十分発揮されず，作業に対する退

屈感を感じやすくなる．このとき制御可能感を体験しやすく

するためには，ユーザーが自分のスキルに見合った適切な

チャレンジを設定しやすくなっていることが重要である．こ

のために機器に求められる特徴としては，まず機能の不足に

よってチャレンジの設定可能な範囲を制限しないこと，また，

多様なユーザーや業務を考慮し，カスタマイズ等の機能を備

えることである．さらに，課題に対する自由な捉え方を促す

必要がある．このためには，自分の行っている作業やその成

果を様々な視点から評価し，新たなチャレンジの存在に気づ

く可能性を高めることが有効である[5]．
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このようにして，制御可能感醸成のための12の評価視点

が得られた(Fig.2)．実際に評価に使用するチェックリストで

は，評価者に評価視点をよりよく理解してもらうため，評価

視点のそれぞれに，その考え方に関する短い説明を示した．

さらに，この12の評価視点それぞれに対し，評価視点をよ

り具体的に表現する評価項目を数個ずつ配置し(合計63項目)，

最終的なチェックリストを開発した(Fig.3)．製品の評価にお

いては，この評価項目ごとに製品の特徴を評価することにな

る．なお，各評価項目には，その意味を評価者に，より適切

に伝えるための補足的な説明や，評価項目に特に関係するソ

フトウェアの機能や特徴を具体例として併記した．今回の研

究ではソフトウェアに評価対象を限定してチェックリストを

編集したため，評価項目や具体例はソフトウェアを強く意識

したものとなっているが，本来は多様な機器に応用すること

が可能である．

【skill<challenge】

　　獲得すべきskillを少なくする

　　　1. 既存のskillが通用するようにする

操作のわかりやすさ

知覚・操作のしやすさ

　　　2. 獲得すべきskillが整理されている

システムイメージの適切さ

操作対象の見つけやすさ

　　skillを獲得しやすくする

　　　1. 習熟を支援するための機能を提供する

習熟の支援

【skill=challenge】

　　操作やその流が自然である

　　　1. 流れをスムーズにする

操作のスムーズな流れ

　　　2. 中断を防止する

ミスの防止

取り消し・やり直しフローの提供

　　明瞭なフィードバックを与える

　　　1. 操作に対してフィードバックがある

操作に対するフィードバック

【skill>challenge】

　　自由なchallengeを設定可能にする

　　　1. 機能の不足をなくす

機能の目的との適合性

　　　2. ユーザーが機能を変更することができる

ユーザーや業務の多様性への対処

　　課題に関する多様な捉え方を促す

　　　1. 自分のchallengeの再評価ができる

行った作業の振り返り

Fig.2 Twelve usability check points that are derived from
the skill-challenge model.

取り消し・やり直しフローの提供(評価視点)
【考え方】

　ユーザーが目的を変更したり，操作を失敗したりした
ときは，すばやく変更あるいは回復できることが望まし
い．そのための操作フローを設計すべきである．

　ここでは，変更や取り消しの操作について確認する．
(補足情報)

 効果的な取り消し(アンドゥ)機能が提供されているか
(評価項目)

・ どの機能に対しても取り消しが行えること(具
体例)

・ 任意の時点で取り消しが行えること

・ 取り消しの取り消しができること

・ 複数の操作をさかのぼって取り消しができる
こと

Fig.3 Part of usability checklist.

　取り消し・やり直しフローの提供(評価視点)
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 5．チェックリストの評価

チェックリストの操作体験(制御可能感体験)の予測性を

確認するために，ソフトウェアの実使用場面でのデータと，

チェックリストの試用データとを収集した．

まず，ソフトウェアの実使用場面でのデータは，イン

ターネット調査により市販の42種類のソフトウェアついて

収集した．被験者は日常使用するソフトウェアを42種類の

中から1つ選択し，利用時の制御可能感の強さ，およびFig.2

の評価視点に対応して設定した18項目の操作感(その評価視

点が示す内容をインタフェースが支援していない際に引き起

こされる主観的体験)について回答を求められた．この結果，

8168名のデータが収集できた．

チェックリストの試用データは，上述の42種類のソフト

ウェアに含まれる6種類について，日常業務でソフトウェア

のヒューマンインタフェース研究･開発に携わる7名から得た．

評価者には，チェックリストの各評価項目に関して，評価対

象ソフトウェアが合致しているか否かを，なるべくソフト

ウェア間で統一された基準から判定することを求めた(各評

価項目における判定は合致,非合致の二者択一である)．一人

の評価者が一つのソフトウェアを評価するのに要した時間は

約1時間であった．

チェックリストによる評価結果がユーザーの操作体験を

予測する能力を持つためには，まずチェックリストに採用さ

れているFig.2の評価視点が，体験の予測に対して必要十分

に抽出されているかを検討しなければならない．そこで，

8168名のユーザーデータについて，各評価視点に対応して

設定した操作感項目の値を用い，それらをスキル・チャレン

ジ モ デ ル に 示 さ れ る 3 つ の 領 域 (skill<challenge,

skill=challenge, skill>challenge)ごとに集計し，その平均値と

制御可能感体験の強さとの関連性の分析を行った．各々，妥

当な評価視点が抽出されていれば，操作感評定の平均値と制

御可能感の強さとの間には高い相関が見られるはずである．

Fig.4は42種類のソフトウェアごとに，評価視点に対する操

作感評定項目の合計の平均値と制御可能感体験の強さとをプ

ロットしたものである．両者の間にはR=0.864の強い相関が

見られ，制御可能感体験の予測に対して十分な評価視点が得

られていたことを示している．また，詳細な分析の結果から，

この相関は，すべての評価視点を使用して平均値を算出した
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場合がもっとも高く，それ以外では低くなることがわかった．

このことから，我々がスキル・チャレンジモデルから導出し

た12の評価視点のどれもが，制御可能感体験の予測に対し

て寄与し，必要性のある視点であると言えることになる．

12の評価視点はチェックリストに配する各評価項目を抽出す

る構造として機能するため，評価視点の妥当性はまた，開発

するチェックリストの構造の妥当性を支持することにもなる．
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Fig.4 Correlation between perceived controllability and
subjective ratings about the 12 usability check
points.

Fig.5は，設計者による実験で用いた6種類ソフトウェアに

ついて，チェックリストの評価項目の該当率と，ユーザーの

制御可能感体験の強さとを，プロットしたものである．これ

は，開発したチェックリストが，体験を予測し得るかを端的

に示す図である．Fig.5によれば，評価項目該当率が，ユー

ザーの制御可能感体験の強さと非常に良好に対応することを

示している．すなわち，このチェックリストを用いて予めソ

フトウェアの評価を行うと，市場でユーザーが体験する制御

可能感体験の強さを予測できることを示していることになる．
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Fig.5 Correlation between number of checked items and
perceived controllability scores.

 6．あとがき

開発したチェックリストは，そのチェック結果から実際

場面の操作性を予測する能力を持つ．またチェックリスト法

には，必ずしも実際に稼働する製品を必要とせず製品開発の

上流(外部仕様が決定した段階)で機器やソフトウェアの問題

点を発見できる特徴がある．これらから，本チェックリスト

は，製品発売前に市場での操作性を予測したり，開発中に問

題点を検出したりすることに利用できることが期待できる．

なお，本研究は，通商産業省・工業技術院の産業科学技

術研究開発プロジェクト［人間感覚計測応用技術］の受託研

究の一環として行ったものである．
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