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• システム思考

• ユーザビリティ概念

• アフォーダンス

(財)エネルギー総合工学研究所
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氏田　博士



2

一式陸攻(いちしきりくこう)

第二次大戦中の爆撃機。三菱らしい、防御力無視な設計

燃料タンクの壁がそのまま外装甲となっていた為、一発弾を喰らうとすぐ炎上
する事から、米軍から「ワンショットライター」と呼ばれる

軍の要求する長大な航続力と魚雷攻撃力とを実現

マレー沖において海戦史に新たな一ページを開いた傑作機と見なす者から、

致命的な防御力の弱さを指摘する批判的な見方まで

マレー沖海戦－プリンス・オブ・ウェールズ・レパルス撃沈－

昭和１８年２月ソロモン上空で、山本五十六連合艦隊司令長官が、米軍の
P-38戦闘機18機に襲撃され戦死
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グラマン　Ｆ４Ｆワイルドキャット
グラマン　Ｆ６Ｆヘルキャット

運動性能は劣るが、重装甲と重武装を活用した「一撃離脱戦法」
２機が共同でゼロ戦に立ち向かう「サッチ・ウィーヴ戦法」
ゼネラルモーターズ社が製造
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システム思考
1)　目的指向
システム工学の最終目標は、目的を満足するシステムを実現すること
そのための手段や形式は問わない
システム的な思考法は必然的にTop Down的な形式をもつ

2)　多数の代替案を考慮：最適化
ある目標を達成する手段は一つではなく、多数の代替案
多くの代替案の中から、予め定められた評価基準に従って最適な案を選択

3)　システムの階層構造を考慮－上のレベルで同形性を探る：バーズアイ
直面している問題を常に一段上のレベルから見る

4)　部分と全体との関係を重視－システム内の階層性で同形性を探る：分析力
サブ問題やサブシステムを扱う時、常にシステム全体との相互関係を重視
システム全体のバランスと同時に部分の果たす役割を積極的に考慮

5)　システムのライフサイクル全体に対する考慮
システムが大規模であればあるほど、計画段階から交替を考慮
計画→設計→製作→運用→廃棄のライフサイクル全体への考慮を重視

6)　学習と進化の考慮
環境や状況の変化に適応できるように学習と進化を考慮
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システムの定義

システムは、「共に位置させる (to set together)」
対象を、要素の集合とそれらの間の関係（システム

の構造）で定義
群や集合といった抽象的な概念を表す

システムの定義（例：太陽系)

非一様な構成要素で構成

構成要素間に相互作用が存在

工学的システム

目的性が存在
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システムの諸定義

• 相互に有機的な関連をもつ要素が結合し、
　全体として特定の機能をはたす諸要素の有機的結合体
　（秋山、西川　1977）
• いくつかの要素（人間・機械・道具・部品・情報など）が、
　ある目的を達成するために、ある法則に従って組み合わされたもの
　（浅居　1979）
• 要素の集まりで、
　その要素間あるいは要素の属性間に相互関係が存在するもの
　（佐々木　1981）
• 対象となるものをある目的をもって要素を組み合せたものとみたとき、
　それがシステム
　（寺野　1985）
• 種々の異なった多数の要素が、
　1)　ある初期の目的を達成するために
　2)　相互に関連し合い
　3)　集合体として統一された機能を果たす
　集合体はすべて「システム」と呼ぶことができる
　（中村　他　1987）
• システムとは、多数の構成要素が有機的な秩序を保ち、
　同一目的に向かって行動するもの
　( JIS Z 8121 )
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システム科学が対象とするシステム

システムとして認識することの意味があるのは、
　組織化された複雑なシステム(organized-complex system)
「組織化された」とは、何らかの目標を達成するように、システムを構成す

る要素と、その要素の間の関係が規定されている
「複雑な」とは

1) システムの要素がまたシステムとして認識される、
　すなわちシステムの構造が階層的
2)　要素間の関係が密で多元的：非線形

システム科学

物理学物理学

複雑

複雑系

統計・確率統計・確率

組織化未組織化

単純

自律分散系
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21世紀のパラダイムシフトとシステム科学

システムの複雑化、社会的要請､環境の有限性、などから
科学技術の役割が変わることが必要であり､
21世紀は新たなパラダイムを創成しなければならない

持続

全体統合的

発展

要素還元的

確実性

集中

不確実性

分散

情報／サービス

頑健性

もの

最適性

効率

合理性

やさしさ

複雑系
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システム科学とシステム工学（柚原より）

システム科学もまた一つのシステム
システム科学の階層を「同形性」の広い順に示す

 
システム

 概念 

一般システム理論

システム理論各論

システム方法論

対象へのシステムズアプローチ 

システム科学の構造 

システム科学

　対象の定義

　公理の規定

　クラスの限定

システム工学

　手順と手法

　対象の知識と方法論
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同形性と個別性 （１）

特定のシステムは、固有な特殊性が存在するから他から識別可能
どのようなシステムも他のシステムと「同形性」を持つと同時に、
システムに固有な「個別性」を持つ

 

対象

固有の性質
他のシステムと 
共通の性質 

抽象化 抽象化

同形性 

対象 

固有の性質 他のシステムと 
共通の性質 

普遍的な原理・

法則・方法 
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同形性と個別性（２）

システム概念はそのままでは「個別性」に対しては無力
「個別性」を多数のシステムについて集積するとき、
　そこにまた「同形性」が発見できることが多い
「同形性」もまた階層構造をもつ
これがシステム科学的知見の発展

 

認識 集積と抽出

接近 
普遍的な原理・

法則・方法 

同形性

対象

観察
個別性
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システムモデリング
ヒューマンモデリング

大規模システムモデル

ミクロスコピックモデル

機構論的モデル（物理モデル）

ヒューマンモデル

人間信頼性評価：第一世代、第二世代、シミュレーション
（ＡＩモデル）

ヒューマンインタフェース

　（生態論的心理学モデル、認知モデル）

運転支援モデル（生態論的心理学モデル、認知モデル）

実験分析（認知モデル、行動科学モデル）

教育システム（学習者モデル、認知モデル）

徴候ベース（事象ベースからの昇華）

最適協調運転（人間-機械シミュレーション）
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システム思考と
診断プログラム・安全の作りこみ

制御系設計

シミュレータ

診断プログラム

ベクトル法：化学系

Cause Consequence Tree：電気系

知識工学：医療、エラー分析

確率ネット：認知過程

安全の作りこみ

フェイルデグラデーション：新幹線、緑の窓口、金融

自律分散系

フェイルセイフ：回転ドア、防火シャッタ

フールプルーフ：医療過誤、PCコネクタ
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休み

ここでひと休み
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ユニバーサルデザイン

すべての人にとって、できる限り利用可能であるように、製
品、建物、環境をデザインすることであり、デザイン変更や
特別仕様のデザインが必要なものであってはならない

ユニバーサルデザインは、ハンディを背負う高齢者や障害者
だけでなく、楽な姿勢・動作への配慮、誰もが認識できる表
示・表現、簡単で理解しやすい使用方法、安全・安心への心
配り、五感を駆使した新しい造形に留意した、子供や健常者
にも利便性をもたらすデザイン開発を意味するようになって
きた
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ユニバーサルデザイン

原則1　誰にでも公平に利用できること

原則2　使う上で自由度が高いこと

原則3　使い方が簡単ですぐわかること

原則4　必要な情報がすぐに理解できること

原則5　うっかりミスや危険につながらないデザインであること

原則6　無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用でき

ること

原則7　アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること



17

ユーザビリティとは

•有用性(使い勝手)

• ユーティリティ(肯定的)
使い物になるかどうか

•機能
•性能

•ユーザビリティ(否定的ではない)
人工物の使いやすさ

•操作性（取り扱いのしやすさ）
•認知性（分かりやすさ）
•快適性（心地よさ）
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ユーザビリティ工学とユーザ工学

ユーザ工学
機能・性能・使いやすさ等の商品としてのセールスポイン
トとなるような側面を扱う、Positiveな取り組み

　有用性(使い勝手)
•ユーティリティ
•ユーザビリティ

ユーザビリティ工学
製品の問題点を洗い出し、それらを改善すること
によって使いやすさを高めていこうとする技術の
総称
「問題点をつぶす」、Non-negativeな取り組み
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ISO9241:
Ergonomic requirements for office work with VDTs

・Part1～9はハードエルゴ、Part10～17はソフトエルゴ
前者はshall（義務）であるのに対し、後者はほとんどshould（推奨）

・Part10（対話の原則）：NormanやHeuristic evaluationのような一般
的なガイドライン

・Part11（ユーザビリティ）：使いやすさの品質をチェックするための基
準・手続き

　・9241に含まれているチェックリストは、適用性Applicableと適合度
Compliantについて、次のような手法を用いて埋めていく

1.測定／システム記述

2.観察　

3.証拠ドキュメント　

4.分析的評価

5.経験的評価　

6.そのほかの方法
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ユーザビリティ: ISO9241－11での
定義

–特定の利用状況において、特定のユーザーによって、

–ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、

–有効さ、効率、ユーザーの満足度の度合い

–Effectiveness （有効さ）：

–ユーザーが指定された目標を達成する上での正確さ、完全性

–Efficiency（効率）：

–ユーザーが目標を達成する際に、正確さと完全性に費やした資源

–Satisfaction（満足度）：

–製品を使用する際の、不快感のなさ、及び肯定的な態度

–Context of use（利用状況）：

–ユーザー、仕事、装置（ハードウェア、ソフトウェア及び資材）、

　並びに製品が仕様される物理的及び社会的環境
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ISO13407：Human-centred Design Processes 
for Interactive Systems

インタラクティブ・システムの設計プロセス

ISO9000（品質管理に関する規格）
ISO14000（環境対策に関する規格）

Human Centred Design とは
システムのユーザビリティを高めるために、対話型システムの開発
に用いられるアプローチの１つ

　　効率性・パフォーマンスを向上させ、労働条件を改良し、人間の
健康・安全性・パフォーマンスに関する阻害要因をなくしていく

・13407の目的
・Human-centred Designのためのガイダンスを与える
・Human-centred approachに沿ったマネジメントのツール

・13407が扱うインタラクティブシステム
・コンシューマ・プロダクト
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ISO13407：Human-centred Design 
Processes for Interactive Systems　

・Human-centred Design Processの特徴

・ユーザーの動的な取り込み

・ユーザーとシステムの間の最適な役割分担

・ユーザーフィードバックの確立

　　（デザインプロセスの　繰り返し）

・様々な立場の人による設計

・Human-centred Design Activities

1)まず、Human-centred Designの必要性をはっきりさせ、

2)次の各項をフィードバックしつつ実施し、

　　　・使用の文脈（コンテキスト）を理解する

　　　・デザインを評価する

　　　・デザイン・ソリューション

　　　・ユーザーの要求を特定する

3)ゴールに至る（製品づくり）
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Ｍａｃのインタフェース設計ガイドライン

原則1　現実世界からのメタファの利用

原則2　直接操作

原則3　再認/選択方式(再生/入力方式でない)

原則4　一貫性

原則5　ＷＹＳＷＹＧ

原則6　ユーザによる制御感

原則7　フィードバックと対話性

原則8　寛大さ（エラートレラント)

原則9　知覚的安定性

原則10　審美的統合感
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直接操作インタフェース設計ガイドライン
D.Norman，1988

原則1　現実世界からの知識(知識の外在化)と自分の知識を
利用

原則2　作業構造を単純化

原則3　実行と評価の淵に橋をかける

原則4　正しい対応つけ

原則5　自然や人工的な制約を利用（アフォーダンス）

原則6　エラートレラントな設計

原則7　最後は標準化
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インタフェースモデル
(D.A.Norman,1986)

1. 心理的世界 (ユーザの目標)

第一接面

実行の淵

目標設定

意図形成 状態と意図との比較評価

行為系列の特定化 状態解釈

行為　　　

評価の淵

第２接面

2. 物理的世界(システムの物理的状態) 

デザインモデル→システムイメージ←メンタルモデル
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休み

ここでひと休み
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飛翔する鳥
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天使と悪魔
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ルビンの盃
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２種類の動物
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何かな？誰かな？
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２人の女性
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何に見える？
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何に見える？　（２）
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真ん中の字は？
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２つの円
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アフォーダンスの例

我々はドアの扱いについて明示的に教わった事はないに
も関らず、無意識にドアを扱うことが出来る
アフォーダンスの受信は無意識かつ瞬時に行われる

押す事をアフォードしている例・引く事をアフォードしている例

Norman,D.A.、認知科学者。代表著書に「誰のためのデザイン？」新曜社
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アフォーダンスの認識

•電池がなくなったロボットが部屋に予備バッテリを取りに行く！
•爆弾が部屋に仕掛けられている！

•ロボットI
•バッテリと一緒に爆弾を持ち出し､外で爆発

•ロボットII
•自分の意図した行為に付随する環境変化を認識
•無限の推論ループに陥り､中で爆発

•ロボットIII
•自分の意図した行為と無関係な行為とを分離
•無限の推論ループに陥り､中で爆発
I
I　　フレーム問題

V
Creature　by　R.Brooks，MIT

知覚と行為を直接結合した層：層間の競合と環境との交渉
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アフォーダンス原義
（Affordance）

•知覚心理学者　J.J.Gibson (1904?1979) によって作られ
た造語
　（動詞　afford 「～を与える、余裕がある」　に由来）

•アフォーダンス：「環境が構造的に持つ情報」

•リアルアフォーダンス(real affordances) 
（無意味なものも含む）すべてのアフォーダンス
•知覚されたアフォーダンス (perceived　affordance) 
リアルアフォーダンスのうち、ユーザが 「有益である」
と知覚する(perceive)ような アフォーダンス
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アフォーダンスにおける不変項

•構造不変項：同一性の知覚

•蝿か蚊か分かる

•オスかメスか分かる

•特定の人が分かる

•目隠しをしても形や硬さが分かる

•変形不変項：変化の知覚―知覚に共通性

•歩いているか走っているか

•出来事の終了時期が分かる

•目隠しをしても力を加えれば割れそうかどうか分

かる
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アフォーダンス：
環境知覚と自己知覚の相補性

•エコメトリクス（生態学的測定法)

•カエルは、隙間が頭部の1．3倍以上で飛び出せると判断

•猫のひげの幅が、通れる隙間

•蟷螂は、前肢幅で捕らえられる獲物を手の長さの範囲に来た

時、　捕獲動作開始

•脚だけで登れる高さは、股下の長さの0．88倍

•隙間の幅が、肩幅の1．3倍以下だと肩を回す必要を感じる

•手を使わず座れる椅子の高さは、脚の長さの0．9倍

•くぐるかまたぐかの境は、脚の長さの1．07倍
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インタフェースでのアフォーダンス定義

アフォーダンスとは、もともと知覚用語であるが、Normanがインタ
フェースの用語として定着させた

物体の持つ属性（形、色、材質、etc.）が、物体自身をどう取り扱っ
たら良いかについてのメッセージをユーザに対して発している、とす
る考え

インタフェースのデザインにアフォーダンスを利用すると、ユーザは
その扱い方を知らずとも、その時々物体の方が扱い方を教えてくれる
つまりユーザがその物体について知っていなくてはならない事の量を
減らすことが出来る

インタフェースの世界では、純粋なアフォーダンスだけではなく、後
天的な学習によるものも含め、広く「アフォーダンス」という言葉を
適用する傾向
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デザインにおける制約

•物理的制約 (physical constraints) 

　（例）スクリーンの外にカーソルを移動できない

•論理的制約 (logical constraints) 

•文化的制約 (cultural constraints) 

「文化的集団によって共有されている慣例」

•ウィンドウの右側に垂直スクロールバーがあるということ

•一度には見えない下の部分のテキストを見るためには、そ

のスクロールバーを下にドラッグする必要があること

文化的制約はアフォーダンスとは別のもの
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デザインにおいて重要なポイント

•デザインの理解・解釈が容易であるか？

知覚されたアフォーダンス (perceived affordances) 

•標準的な慣習に従っているか？

文化的制約 (cultural constraints)
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スクリーンインターフェースの 4つの原則

1.　慣例となっている方法に従う
従来の方法より優れていたとしても、
慣例を破ることは失敗を運命付けられているようなもの

•QWERTY配列でないキーボードを導入する
•垂直スクロールバーを左につける

2.　言葉を用いる
•言葉とグラフィックスを組み合わせるとなお良い

3.　メタファ（隠喩）を用いる
Norman の考え

•メタファは害のほうが多いのではないか？
•ユーザを訓練するひとつの方法ではある

4.　首尾一貫したモデルを用いる
インターフェースのある一部分を習得したら、
他の部分に対しても同じ原則が適用できるようにする
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アフォーダンスの利用
タスクモデルとエンジニアリングモデル

ユーザにあったモデル

時々しか使わないユーザ：

• 日常のタスクモデル(学習を少なく) 

ヘビーユーザ：

• メリットがあれば学習を要する機能の提供

• ツールボックスモデル

　ユーザがツールを組み合わせて自分用を作れる
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まとめ

• システム思考が大切

人に優しいシステム

人間と機械の協調・人間と人間の協調

社会技術システムの確立

• ユーザビリティ概念

• ユニバーサルデザイン

• ユーザ工学

• アフォーダンス・状況認識

• 「環境が構造的に持つ情報」
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おわり


