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Abstract: In recent years, the importance of focusing on user experience (UX) in designing products, services, and systems has been 
widely recognized, and efforts toward UX design that aims to provide a better experience are increasing. However, the thinking process 
for concretizing the experience value to be provided to users into specific design requirements has not been sufficiently clarified. A 
systems thinking approach is considered to be helpful in clarifying the process of deriving specific design requirements for products, 
services, and systems from the experience value to be provided to the user. This paper examines and explains the process of UX design 
based on systems thinking and aims to clarify the process of specifying the design requirements for products, services, and systems 
from the experience value as a starting point. Although the overall process has many commonalities with the human-centered design 
process, it can be said that this paper details the approach to deriving specific design requirements from experience value based on 
systems thinking. 
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1. はじめに 

 

近年，モノ，コトやシステムのデザインにおいてユーザ体

験（UX: user experience）に着目する重要性が広く認知され

ており，より良い UX を提供することを目指す UX デザインへ

の取り組みが増している．UXについては様々な定義があるが

[1]，いずれにせよユーザの主観的な体験であることから，ユ

ーザがどんな体験に価値を見出すかを起点に考える必要があ

る．より良い UX を提供するための方法としては，ISO9241-210

の人間中心設計プロセスやデザイン思考などが挙げられてい

る[2,3]．大まかにまとめてしまうと，これらのアプローチに

共通するのは「現場観察や調査からユーザをはじめとするス

テークホルダーの課題を把握し，それに基づきアイデアを発

想する．そこからプロトタイプの作成と評価を繰り返して最

終的なソリューションへまとめる」ということである． 

このアプローチは山岡[4]が指摘するように機能がそれほ

ど複雑でないモノが対象の場合は良いが，複雑で大型（構成

要素の多い）のシステムなどを対象にする場合は検討項目が

多くなり難易度が上がると考えられる．後述するように，人

間中心デザインの考え方がでてきた当初のような製品のユー

ザビリティの検討が主だった時代に比べ，近年のデザイン対

象は大型化・複雑化しており，そうしたものへの対応を検討

する必要がある．また ISO9241-210 ではサービスやシステム

も対象に含むと記述されているが，もともとその前身の

ISO13407ではコンピュータを利用した対話システムのユーザ

ビリティに焦点をあてて作成されたプロセスであり，そこか

ら大きく変わっているわけではないことから，UX に焦点をあ

てたシステムやサービスのデザインに対してより適したアプ

ローチを検討する余地はあると考えられる． 

 また UX デザインを進めるためのプロセスや手法は数多く提

案されているが，ユーザに得てほしい体験価値を具体的な設

計要件に落とし込むまでの具体化のための思考プロセスは十

分に明確化されているわけではない． 

 こうした状況に対する一つの方策としてシステム思考の考

え方を取り入れることが有効であると考えられる．システム

思考は，対象とする物事を一つのシステムとして捉え，その

全体を系統的に見て分析・統合を図る考え方であり[5]，化学

プラントや発電所などといった複雑・大型のシステムの設計

に用いられるアプローチである[6]．現状の状態や要求事項を

明確化し，それに基づいて解決策を考えていくという基本的

な流れは ISO9241-210 やデザイン思考などと共通であるが，

様々な制約条件を考慮したうえで大型・複雑なシステムを破

綻なく設計に落とし込むための考え方やフレームワークがあ

り，解決策を具体化するプロセスがより明確である． 

こうしたことから，システム思考のアプローチはユーザに

提供したい体験価値からモノ，コト，システムの具体的な設

計要件を導くプロセスを明確化するために役立つと考えた．

そのため本稿では，UX デザインのプロセスをシステム思考に

基づいて考察・説明し，体験価値を起点にしてモノ・コト・

システムの設計要件を具体化するプロセスを明確化すること

を目的とした． 

 

2. デザインの潮流 
 

2.1 価値中心のデザイン 
モノ・コトのデザインにおけるユーザの要求はよくマズロ
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ーの欲求 5 段階説を用いて説明される．その一つとして

Hancockらが提案した Hedonomicsの枠組みがある（図 1）[7]．

これらによると元々は機能性・効率や安全性が工業製品に求

められる主要な要求であったが，大量生産・消費の時代に入

り生活が豊かになるにつれてより高次の要求が生まれてきて，

ユニバーサルデザインやユーザビリティといった人間中心デ

ザインの考え方が必要になってきた．これらが満たされてく

ると，生産者は脱コモディティのため，消費者はより充足し

た生活のためにさらに高次の要求に移っていった．つまり，

図 1 で示した Hedonomicsにあたる，Pleasurable Experience

や Individuation がこれにあたる．Pleasurable Experience

で求められることはモノ，コト，システムと関わる体験を通

してより喜びや充足感を得ることであり，Individuation で

求められることはユーザ個人の価値観に寄り添って共感を生

む意味を与えることである． 

このように従来はモノ・コト・システム側の品質に関連が

深い項目の検討が中心であったが，近年では体験や意味とい

った人側の観点として，いかにユーザの生活に本質的な価値

を提供するかという点が重視されるようになってきている．

また山岡[8]はこうしたデザインの変遷をデザイン 1.0，2.0，

3.0 と分けて考察しており，昨今の本質的価値の追求が求め

られるデザインを価値中心のデザインであると述べている．

UXデザインもまさにこの価値中心デザインの方向の一部であ

るといえよう．しかし，先にも述べた通り，その具体的な方

法は人間中心デザインの考え方がベースになっており，価値

を起点にしたデザイン方法については検討の余地があると思

われる．こうしたことから，ユーザに提供する価値を起点に

おいたデザインの方法論の検討・精緻化が求められている． 

 

2.2 デザイン対象の大型化・複雑化 
製品やユーザインタフェースがデザインの中心であった時

代から考えると，昨今ではシステム，サービス，ビジネスモ

デルなども含むようになり，デザイン領域は拡大してきてい

る．またそれに伴ってデザイン対象も大型化・複雑化してい

る[9]．例えば，従来は製品単体とユーザのやり取りを検討す

ればよかったところが，ネットワーク技術の発展やモノのサ

ービス化が進むことで関連するユーザ（ステークホルダー）

やユーザとのタッチポイントが増え，それに伴って検討事項

が大幅に増えた．Society 5.0 で提唱されているサイバー空

間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムなどはこの

代表例であるといえよう．また先に述べたユーザの体験価値

を念頭に置いたデザインも同様で，ユーザインタフェースと

の一時的なやり取りにおけるユーザビリティなどの実用的な

側面が重視されていた時代に比べると，時間軸（購入前から

利用後まですべて）[10]やユーザの感情などの快楽的な側面

[11]なども含めた検討が重視されるようになり，モノ単体で

見たとしても検討すべき事柄は増加し，複雑化しているとい

える． 

こうした状況では，直感だけに頼ったデザインアプローチ

では検討対象の全体を把握することは難しく，検討漏れや矛

盾が起こる原因になり得る．また，こうした複雑・大型なデ

ザイン対象をすべて一人でデザインすることは難しく，チー

ムで取り組む必要性が増してきた．チームでデザインに取り

組む場合，チーム内での認識を共有する工夫や明確なデザイ

ンプロセスが必要になる．システム思考は複雑で難解な事象

をできるだけシンプルに捉えて計画・設計や問題解決を図る

思考方法であることから[6]，これを活用して明確なデザイン

プロセスを示すことができれば上述の課題解決に貢献ができ

ると考えた． 

 

3. システム思考 
 

3.1 システム思考とは 
システムとは，JIS Z 8121 の定義によると多数の構成要素

が有機的な秩序を保ち，同一の目的に向かって行動するもの

である．ベルタランフィ[12]によって，物事を単なる構成要

素の集まりと捉えるのではなく，ある共通目的のために構成

要素が組織化されていると考え全体的に捉えるというシステ

ム的なものの見方が提唱されて以来，あらゆる分野でこの考

え方が活用されている．このようなシステム的なものの見方

によって問題解決を図る考え方をシステム思考と呼ぶ．本稿

では片方[5]を参考に，システム思考を「対象とする課題や物

事を全体として系統的に見て分析・統合をする考え方」と考

えることとした． 

システム思考の基本的な考え方として，システムは階層性

を持つというものがある[6,13]．これは，あるシステムには

上位のシステムと下位のシステムがあるという考え方である．

例えば，家を一つのシステムと考えると，柱，壁，床，階段，

家具などの下位システムによって構成されていると捉えるこ

とができる．また家が集合することで町や都市といった上位

システムが構成されると捉えることもできる．このように上

位－下位のシステムは全体－部分の関係で考えることができ

る[6]．また下位システムは上位システムというよりより大き

な目的のための手段であると捉えることもでき，システムの

階層性には目的－手段の関係があるともいえる．このシステ

ムの階層性というのは複雑・大規模なシステムを捉えるため

図 1 Hedonomics の考え方[7] 
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に重要な観点である．  

 

3.2 システム思考によるデザイン 
システム思考に基づいたデザインの方法については統一的

な定義があるわけではなく様々な提案がされているが

[14-18]，基本的な考え方やプロセスには共通点は見い出せる．

先に述べた通り，システムは目的－手段の関係から階層化が

できるので，システムの目的を実現するための手段を考え，

次にその手段を目的として，それを実現するためのさらに具

体的な手段を考えるという作業を繰り返してデザインを進め

ることになる．このときシステム思考によるデザインでは，

その過程を外部設計と内部設計に分けて考える．外部設計と

はデザイン対象のシステムを外部環境（外部システム）の中

に実在可能なものとして位置付けることであり，内部設計と

は外部設計の結果に基づいて内部システムを具体的に設計す

ることである[6]．外部システムと内部システムは階層性があ

り，外部システムがデザイン対象のシステムの上位システム，

内部システムが下位システムと当てはめて考える．外部設計

ではシステムの目的・範囲・制約条件などを明確にし，内部

設計ではそれをもとに具体的なシステムの内容を検討する．

この「最初に問題を定義し，次にその問題の解決に取り組む」

というシステム思考の基本的なプロセスは，デザイン思考の

プロセスを説明する際に用いられるモデルであるダブルダイ

ヤモンド[19]のプロセスと同様であると考えることができる． 

 

3.3 秩序と制約 
システム思考の観点でデザイン対象を捉えるにあたって，

秩序と制約という考え方がある．大村は，「制約とは上位のシ

ステムが秩序を維持するために下位のシステムに要求するも

の」と定義している[6]．秩序は上位システムにおける要素間

の関係や組み合わせにあたり，制約は秩序を成り立たせるた

めに必要な条件といえる．まず外部システムについて考える

と，先に述べた「外部環境の中に実在可能なものとして位置

付ける」ということが秩序を維持するということであり，そ

のために制約条件がもたらされる．この制約を設定すること

が外部設計といえる．このような外部システムについての秩

序を外部秩序と言い，それを成立させるために必要な制約を

外部制約と言う．多くの場合，デザイン対象はある環境や文

脈（外部秩序）の中で何らかの課題を解決したり，価値を提

供したりするために存在する．つまり，それを実現するため

に満たすべきコンセプト，ステークホルダーの要求事項や社

会的な要求などが外部制約にあたる． 

次にシステムの目的を達成するための手段にあたる内部シ

ステムについて考える．外部制約の下でデザイン対象物自体

を形作るためには秩序が必要であり，これを内部秩序という．

そしてこれを成立させるための制約が内部制約である．つま

り内部制約は，デザイン対象のシステムを構成する要素やそ

の関係性を規定し，システムの具体的内容を策定するための

設計要件であるといえる． 

 

3.4 システム思考による問題解決のポイント 
システム思考によって問題解決を図る際の考え方のポイン

トを以下の 3 点にまとめる．本稿で考察するデザインプロセ

スは下記 3 点を基づいたデザイン方法である． 

 

(1) 階層的アプローチ 

ここまで述べた通り，システムの基本的な特徴として階層

構造（目的－手段，秩序－制約）がある．この階層構造に従

って，全体→部分，基本→詳細という風に単純化して段階的

に問題解決を図る[6]．こうすることで，全体を概観しつつ，

小さく単純化された部分ごとに問題を分解して効率よく検討

ができる．また最上位の目的からいきなり具体的な設計要件

に落とし込まず，目的－手段の関係で階層化していくことで，

システムの要素間の関係性が理解しやすい．目的を達成する

には「何が満たされるべきか」，「どんな働きがされるべきか」，

などを階層的に考え，その先に具体的な手段として「どのよ

うに実現るか」「何によって実現するか」などを考える[6]．

こうすることで階層の上下の間に中間階層が生まれ，目的－

手段の分解のプロセスが明確になる．これにより，変更・修

正を行う際にも一番上の階層まで立ち返って考えなくても，

1 s t t ie r : 
システムの目的
（ 最上位の価値）

2 n d  t ie r : 
ユーザに提供したい
価値

3 rd  t ie r : 
価値を提供するための
理想的なユーザ体験
（ To -b eシナリ オ）

4 th  t ie r : 
ユーザ体験を実現する
ためのタスクやユーザ
要求事項

5 th  t ie r : 
ユーザ要求事項を満たす
ための機能要件

図 2 目的から階層化して作る構造化コンセプトの考え方[22] 
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適当な中間階層を再検討すればよく，手戻りが少なくなる

[20]．またどのようなプロセスを経て下位の階層が導出され

たかが明確なので，問題があった場合もその所在や原因を考

えやすい．この点は，反復設計が基本原則である人間中心デ

ザインと相性が良いといえる．  

本稿で説明するプロセスでは，外部制約としてデザインの

起点となる「ユーザに提供する体験価値」を策定し，そこか

ら階層的に目的－手段の連鎖を体系化した構造化コンセプト

[21]（図 2）を作成し，それに基づいて設計要件を導出する．

本稿では，システム思考における階層的アプローチに則って，

デザインプロセスの各フェーズで構造化コンセプトの各階層

を検討しながら進める考え方を適用した[22]． 

 

(2) 目的の明確化（外部制約の設定） 

上に述べた階層的アプローチとも関連するが，システム思

考によるアプローチでは，まず目的を明確にすることが重要

である[23]．すでに述べたようにシステム思考では，目的－

手段の関係で階層化していき，目的を達するための手段とし

て具体的な設計要件を導出する．そのため，最初に設定する

目的がその後の手段の策定に対して大きな意味を持つ．目的

はシステムをいかに構成するかを決める制約条件であるとも

いえる．またシステムは階層性を持つことから，システムは

上位システムの目的を達成するために存在すると考えること

ができる．つまり，目的を考える際には上位システムの目的

に遡って考え，システムの実現が上位システムの目的に資す

るかという観点を持つ必要がある．ここで明確化する目的が

システムの外部制約となり，これに基づいて内部設計を進め

る必要がある． 

システムにおいて検討すべき目的には様々なものがある．

片方[5]や大村[6]の指摘を整理すると，①理念（ミッション），

②標的（ターゲット），③到達点（ゴール）④目標，評価基準，

⑤前提条件の 5 つの要素があると考えられる．これらはいず

れもシステムの外部制約となるものであるが，具体的な設計

要件を導出するために階層の 1 層目におくべき目的は，標的

（ターゲット）および到達点（ゴール）が適している．標的

（ターゲット）は， どこに・だれにアプローチをするのかを

決める制約条件であり，下位項目の検討の方向性を決める働

きがある．到達点（ゴール）はいずれも特定の手段によらず

システムによってどういう状態を目指すかを定めるものであ

る．本稿で述べるプロセスにおいては，「誰にどんな価値を提

供するのか」ということがこれに相当すると考えられる．こ

れに対して理念は，取り組むべき問題を決めたり，デザイン

の際に念頭に置くべきことを決めたりするものであるが，漠

然とした概念であることから手段となるべき下位項目の具体

化が難しい．テーマ選択の際や提案するデザイン案の評価・

選択の観点として活用できる外部制約であるといえよう．こ

れは安全性やユーザビリティなどといった様々なシステムで

共通に求められる要求事項である目標，評価基準についても

同様のことがいえる．また前提条件はシステムが生み出す特

定の具体的な手段などを規定するものであり，階層的に展開

していくことは難しい． 

 

(3) モデル化 

複雑なシステムの課題を解決するために，システムのある

事象についての特定の特性のみに着目して考える抽象化（モ

デル化）という方法がある．池田は，システム思考における

この考え方を図 3 のようにまとめている[24]．まず現状の具

体的な状態（問題）を，システムデザインに関わる本質を見

極めて抽象化し，一般化した問題・状態を表す現状のモデル

（As-isモデル）を作成する．モデル化することにより，取り

組むべき課題に焦点を絞って考えることができるとされてい

る．このモデルの中で問題点や要求事項を明らかにし，改良

した理想状態のモデル（To-be モデル）を作成する．そして，

この To-be モデルを実現するための具体的手段を検討する．    

人間中心デザインでは様々なモデル化手法が使われるので，

本稿ではこれらの手法をシステム思考におけるモデル化によ

る問題解決の考え方にあてはめて説明を試みた． 

 

4. 価値起点のデザインプロセス 
システム思考の考え方に基づいて，価値起点のデザインプ

ロセスの説明を試みた． 

 

4.1 デザインプロセスの枠組み 
プロセス全体の概要は図 4 に示す．大きくは，大村の述べ

るように外部設計段階と内部設計段階の 2 つから成る[6]．こ

の時，外部設計段階でユーザに提供する価値を明確にし，そ

こから目的－手段の関係で階層化していき，具体的な設計要

件まで落とし込むことを目指す．各設計段階ではそれぞれ外

現状の具体的な
状態や問題

抽象化・
一般化した
状態・ 問題

一般化した
解決策

理想状態を実現
するための具体
的な解決策

選定された
解決策

問題定義

現実世界

モデル化 具体化

問題解決As-isモデル To-beモデル

評価

図 3 モデル化による問題解決の考え方[24] 
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部制約と内部制約を抽出・設定していき，最終的にはそれら

の制約を満たす解をデザイン案とする．前川[25]および山岡

と前川[26]によると，何らかの対象のデザインを確定すると

いうことは，デザイン過程を通じて各種制約を検討・編集・

精緻化していった結果，解としての範囲を狭めて特定のデザ

イン案を同定していくことである．  

またシステム思考では階層的アプローチにより，目的－手

段の関係から目的を分解してデザイン案の具体化を図るもの

であるが，あらかじめ制約をすべて洗い出し前フェーズから

次フェーズへと不可逆的に進むことは現実的には難しい．適

宜，次フェーズのフィードバックを前フェーズに反映しつつ，

繰り返し制約を編集・精緻化していく反復設計の考え方が必

要である． 

 

4.2 外部秩序の探索・分析（問題の発見・分析，現状のモデ

ル化） 
システム思考に則って考えるとモノ・コトなど何らかの対

象をデザインするにあたっては，外部秩序を把握する必要が

ある．外部秩序とはシステムの外にある秩序であり，社会の

中に提案するシステムを存在させる（意味づける）ために必

要なものである．そのため，システムと関わりのある外部秩

序が的確に把握されていないとシステムの目的や制約を正し

く設定することができないとされている[6]．ここでは，(1) 

デザインする側（デザイン組織やデザイナ）のフィロソフィ

ーやシーズ，(2) 既存システムの構造や問題，(3) システム

を取り巻くステークホルダー（ユーザを含む）の特性・体験

（ペルソナ）やそれらの関係性，(4) ステークホルダーの体

験価値の評価構造，(5) 社会的・ビジネス的な背景，が代表

的な外部秩序にあたると考えた．人間中心設計，UX デザイン

やシステム思考の文脈で使われる各種リサーチ手法による調

査・分析を通して現状（As-is）をモデル化することがこれら

の外部秩序の明確化につながる．例えば，既存システムのス

テークホルダー・バリュー・ネットワーク（SVN）[27]，因果

ループ図[28,29]や種々のインタビューや観察などのユーザ

調査に基づいて作成するペルソナ，カスタマージャーニーマ

ップ，KA 法による価値マップ，SWOT 分析などによって前述の

(1)～(5)の側面を把握する．特に UX デザインにおいては安藤

[30]の述べるユーザモデル（UX3 点セット）である，対象ユ

ーザの典型を分析したモデル，対象ユーザの典型的な行為と

認知や感情を含んだモデル，対象ユーザの体験価値を分析し

たモデルは重要な外部秩序である． 

 

4.3 外部制約の設定（問題の定義） 
前のフェーズで明らかにした外部秩序に基づいて，外部制

約となるシステムの目的と目標を明確にする．ここで目的と

は，システムによって達成されるべき機能（働き）であり，

システムデザインの起点となるものである．目的としては，

「誰が，どんな状況で，どう使って（どう関わって），どんな

価値を生むのか」を定性的に明示する必要がある．ここで定

める目的は，いわばアイデア発想のための問題の定義である

ともいえる． 

大村は，この目的（問題）をいかにちょうど良い幅で定義

するかがその後の提案の良し悪しに関わるということを指摘

している[6]．対象とする問題の幅が狭いということは，目的

が特定的すぎるということであり（例えば，特定の製品その

ものを指定するなど手段を限定しすぎている場合），この場合

はアイデアの出る幅は狭くなり目新しい案は出にくい．一方

で，問題の幅が広いということは目的が一般的すぎるという

ことであり（例えば，良い体験を提供するなどのように漠然

としすぎている場合），アイデアの方向性を絞る制約としての

役割を果たせない． 

あくまでもユーザに提供する価値を起点として目的を考え

るために，ここでは特定の製品品目など（例：自然に誰でも

使える目覚まし時計）のようにシステムの内容を表す手段を

含むものではなく，あくまでもシステムがユーザに提供する

価値（例：負担なく朝起きられる価値）のみを表すように目

的を定める必要がある．また漠然として抽象的な単一の外部

制約のみではデザイン案をイメージしにくくアイデア発想が

外部秩序の探索

外部制約の設定

外部制約の精緻化

内部秩序の規定

内部制約の検討

システムの評価

問題の発見・ 分析， 現状のモデル化

問題の定義

アイディ エーショ ン

理想状態のモデル化

ユーザ要求事項と設計要件の抽出

デザイン案の具体化

外部設計

内部設計

図 4 提案するデザインプロセスの概要 



 6 

難しい [25]．そのため階層的アプローチの観点から，システ

ムの目的を第 1 層とする構造化コンセプトの第 2 層にあたる

外部制約を導出する．これは，前フェーズで把握した外部秩

序をもとに考えることができる．このとき大村の述べるよう

に，いきなり具体的な手段を考えるのではなく，システムの

目的が「何が満たされることによって」または「どんな働き

によって」達成されるかという観点からより具体的な価値を

考える[6]．例えば，価値マップなどのユーザの体験価値につ

いて分析したモデルをから，システムの目的を達成するため

に満たすべきより具体的な価値を選定することなどが考えら

れる． 

また，目標はシステムが満たすべきより一般的な目的であ

り評価基準ともいえる．例えば，快適性・安全性・コストな

ど多くのシステムに共通する一般的な要求事項がこれにあた

る．稗方と高橋[27]はこのようなシステムの具体的な機能以

外の要求を非機能要求と呼び，通常は 5 つ以下，多くても 10

程度とすると述べている． 

 

4.4 外部制約の精緻化（アイディエーション） 
構造化コンセプトの 3 層目以降を目的-手段の関係から具

体的に定めていくためには，ある程度具体的なアイデアを発

想・選定する必要がある．山岡と前川は[26]，制約条件を明

確にすることで，検討すべき領域が絞り込まれ的確なアイデ

ア発想につながるとしている．そのため，前フェーズで検討

したシステムの外部制約（構造化コンセプトの 1 層目・2 層

目）に基づいて，ブレインストーミングなどによる発想を行

う．また 1,2 層目の外部制約は外部秩序を成り立たせるため

にあるため，外部秩序として位置付けられる「想定されるユ

ーザ像」「利用状況」「提供し得る価値（価値マップ，SVM な

ど）」「社会的・ビジネス的な背景」などと紐づけた上で，シ

ステムの目的（ユーザに提供する価値）にアプローチするア

イデアを発想する． 

アイデアの選定にあたって山岡[21]は，Null[31]が述べて

いる製品の 3 属性である有用性，利便性，魅力性の観点を紹

介している．これらの観点からアイデアを比較して，選定す

る．また前川[25]が述べるように，外部制約はデザイン案の

具体化の状況に伴い適宜精緻化される．選定したアイデアに

応じて，構造化コンセプトや目標などの精緻化を適宜行う必

要がある． 

 

4.5 内部秩序の規定（理想状態のモデル化） 
ここまでのフェーズで検討した外部制約に基づいて，目的

を達成する手段として適したシステムの内容を検討する．そ

のためにまず，構造化コンセプトの 2 層目で検討した価値・

機能を階層的アプローチに基づいて分解して詳細に考えてい

く．稗方と高橋[27]によると機能の分解には，全体-部分の関

係でモノ・コトをパーツに分解していく方法と，時系列によ

る分解の方法の 2 つがある．前者はシステムの要素間の空間

的な関係，後者はシステムの要素間の時間的な関係を表して

いると言えよう．また三原と黒須[32]は，システムの設計図

として要素間の空間上の関係を表す共時的設計図と時間経

過・手順を表す経時的設計図があるとしている．共時的設計

図は経時的設計図から導くことができ，先に経時的設計図を

作らないと共時的設計図は決められない関係にあるとされて

いる．これは，どのように使うか（経時的設計図）が決まら

ないと，どんな要素をどう配置すべきか（共時的設計図）が

決められないためである．このことから考えると，時系列の

観点からシステムの要素の関係を記述したモデルが内部秩序

にあたり，それを維持・実現するための要求事項や設計要件

が内部制約にあたるとも言えよう．このことから，このフェ

ーズではまず時間的な観点からシステムの外部制約（目的・

構造化コンセプトを含む）を満たす手段を考えていく．構造

化コンセプトの 2 層目（ユーザに提供したい価値）を目的と

したとき，3 層目はそれを達成する手段を時間の観点から考

えると，「2 層目の価値・機能を提供するための理想的なシナ

リオ」と言えよう．ここでは 2 層目の項目に応じて，複数の

代表的・典型的なシナリオを導出し，それらの理想状態のモ

デル化を行う．システムの時系列な理想状態（To-Be）のモデ

ル化としては，カスタマージャーニーマップ，サービスブル

ープリントや UML のアクティビティ図などの手法を活用する

ことができる．シナリオの中の各タッチポイントでユーザに

どのような体験や価値を提供するのかを明確化する．このと

き，UX の 4 つの期間（予期的 UX,一時的 UX，エピソード的 UX，

累積的 UX）[10]を含むような幅広い時間軸の観点を含めてモ

デル化を考える必要がある． 

またシステムデザインの多くの方法論ではモデルをもとに

シミュレーションによる評価をするが，UX デザインにおいて

コンピュータシミュレーションを使える場面は現時点では多

くない．シミュレーションの目的は，システムの振る舞いを

理解・予測し，そこから要求事項を導いたり，デザイン案の

評価をしたりすることであることから，UX デザインにおいて

は種々のプロトタイピング手法がこれにあたると考えられる．

内部制約が具体化していないこのフェーズでは，To-be モデ

ルに基づいた簡易モックアップ，ストーリーボードやアクテ

ィングアウトなどによって理想状態のシナリオを可視化・体

験する手法が活用可能である． 

 

4.6 内部制約の検討（ユーザ要求事項と設計要件の抽出） 
前フェーズで検討したシナリオおよびその中で提供したい

価値をどのように実現するかを目的－手段の関係から掘り下

げてユーザの要求事項を抽出していく．タスク分析を活用す

ることで，シナリオを一つのタスクと見なしてサブタスクに

分解し，各サブタスクにおけるユーザ要求事項を検討できる．

HMI の 5 側面（身体的側面，頭脳的側面，時間的側面，環境

的側面，運用的側面）に基づいた 5P タスク分析[33]のような

フレームワークを使うことで検討漏れを減らし網羅的に要求

事項を抽出することができる．またユーザインタフェース（UI）

の操作フローなどの UI とのインタラクションを検討する場

合は，3P タスク分析（情報入手，理解・判断，操作の観点）

やコグニティブ・ウォークスルーなどの UI評価・改善のため
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の手法が活用できる．そしてこのようにして抽出された要求

事項（目的）を具体的な設計要件（手段）へと読み替える（図

5）．  

また前川は[25]，内部制約の追加・変更・削除によって別

の内部制約が生じたり，内部制約同士の関係から内部制約が

生じたりすることを指摘している．このことから，To-Be シ

ナリオから抽出されたユーザ要求事項から直接得られる設計

要件だけでなく，前川の指摘する制約間の関係からの内部制

約としての設計要件についても検討する必要がある． 

 

4.7 デザイン案の可視化 
内部制約が洗い出されたら，システム全体の機能を概観し，

デザイン案の具体化を図る．システムの機能は全体－部分の

関係で構造化できるので，得られた内部制約を整理・組み合

わせ，システム全体の様子を把握する．OPM[27]，UML，機能

構造図や機能展開図などを用いて図式化することでシステム

全体の機能体系を把握できる．これらはシステムの共時的設

計図にあたると考えられる．これに基づいて，システムデザ

インの詳細な可視化を行う． 

 

4.8 システムの評価 
デザイン案の評価は，V&V（Verification & Validation）

評価[20]の観点で行う．V&V 評価は，デザイン案が設計要件

通り（仕様書通り）にできているかの検証（Verification）

と，デザイン案がシステムの目的・目標に対して妥当かの確

認（Validation）の 2 つの観点から成る．前者は内部制約を

満たしているか，後者は外部制約を満たしているかの評価と

も考えることができよう．Verification は，設計要件・設計

仕様を満たしているかの評価なので，評価方法は評価対象の

設計要件や仕様によるが，内部制約の評価なのでシステム自

体が持つ特性の評価となる．一方，Validation はデザイン案

が目的・目標に合致しているかという評価なので，システム

の有効性についての総合的な評価ともいえる．目標について

は，最初に決めた観点から，目標となる基準を満たしている

か（比較評価も含む），どの程度の度合かなどを評価する．デ

ザイン案が複数ある時は選択基準にもなり得る． 

評価結果に基づいて，適宜前のフェーズに戻って修正を行

う必要がある．またシステムの目的（誰にどんな価値を提供

するのか）の妥当性を評価するためには，ユーザテスト等に

基づく一時的な評価だけでなく，中長期的な利用中にユーザ

がどのような体験をしているかを評価することも重要である．

ユーザに提供する価値を中心に考えてモノ・コトのデザイン

においては，「ユーザ自身がどのような価値を感じるか」を確

認することが非常に重要である．これは一度のプロセスで明

確にすることは難しい．そのため，提案したプロセスの各フ

ェーズ間を適宜行き来し，評価結果を反映して，繰り返しブ

ラッシュアップしていく反復設計を行うことが重要である．

各階層における「目的－手段」に着目して，その妥当性・有

効性を検討することで各フェーズにおいて必要な評価に焦点

を絞って検討することができる． 

 

5. まとめ 
 

本稿では，体験価値起点のデザインアプローチである，UX

デザインのプロセスにシステム思考の観点をあてはめて考

察・説明した．全体の流れや考え方としては，ISO9241-210

の人間中心設計プロセスやデザイン思考と共通している点が

多いが，それに加えてシステム思考に基づいて起点となる体

験価値から設計要件を導出するまでの考え方を詳細化したと

言えよう． 
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図 5 タスクやサブタスクから要求事項を抽出し設計要件に読み替える考え方のイメージ 

タスクやサブタスク
ユーザ要求事項

（ タスクやサブタスクを実現するために
求められること ）

設計要件
（ ユーザ要求事項を満たすためのモノ ・

コト の特性）

移動中の飛行機の座席でe-m ailの確認・
返答をする

狭い座席でも入力しやすい 入力しやすいキーボード
狭い場所でも自立できる

移動中の飛行機の中で動画を鑑賞する 見易い位置に画面を置ける 使い勝手の良いスタンド
タブレッ ト だけでも十分なバッ テリ ー容
量

出張先で地図を見ながら徒歩で移動する 画面部分が軽く て持ちやすい 軽量

屋外での取材で情報を集める 音声・ 文字情報を入力しやすい
屋外で使える

カメ ラ撮影， 音声録音， ペン入力ができ
る
屋外でも見やすい画面

出張先のホテルで取材情報をまとめる どこでも仕事ができるパフォーマンス 使いやすいKBD， 見易い画面サイズ
ハイパフォーマンス

例： 出張中に2 -in-1  PCを使う シナリ オ
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