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攻めの品質、守りの品質

BtoCで活用されているUXの考え方を
BtoBサービスに適用した
サービス改善プロセスの提案
高山

綾子

齋藤

綾乃

要約
当社は、
X社が提供しているBtoBサービスのシステム開発を担当している。
X社はサービス提供事業者として、
ユー
ザーが気持ちよく使用できることを目指しており、そのためのアイディアを生み出す方法を模索していた。これまで
X 社は、機能の問題点を中心に改善検討する機能視点での考え方を取り入れていたが、その考え方ではユーザー
にとって気持ちがよいサービスを実現するためのアイディアが出せないのではないかと懸念していた。
●

X 社の課題：
（ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、
）従来とは異なる視点でアイディアを
生み出す方法を確立したい

上記の課題に対し、当社は BtoC のサービスに対して活用が進んでいる UX の考え方を取り入れたユーザーに
フォーカスを当てた独自のプロセスを考案し、X 社と共同でプロセスの有効性について検証を行った。
検証の対象は、X 社のサービスにメーカー担当者が商品情報を登録する作業である。このサービスは、メーカー
担当者が登録した商品情報を流通業の顧客に対し、インターネットを通じて提供するものである。メーカー担当者
が商品情報を登録する作業は、X 社のサービスの起点である。そのため、メーカーの情報が正確に登録されるこ
とが X 社サービスの品質向上に繋がる。しかし、登録項目数が多く作業が煩雑であり、メーカー担当者の負担が
大きいため、これを解消したいというニーズがあった。そこで、X 社サービスにメーカーが登録をする作業を対象と
した。
提案プロセスは、調査、問題定義、改善検討、試作・検証の 4 フェーズに分かれている。調査フェーズではメー
カー 6 社のユーザーに対し、アンケート、インタビュー、観察を行った。問題定義、改善検討、試作・検証フェー
ズでは、X 社と当社から10 名が集まりワークショップ形式でユーザーの理解、アイディアの発想・検証を行った。
検証によって、以下の通り各フェーズの有効性が確認できた。
●

調査フェーズ：現地で直接ユーザーへインタビューと観察をすることによって、ログデータでは分からない利用
状況などの情報が得られた。

●

問題定義フェーズ：フォーカスする先を機能ではなくユーザーに切り替えることができた。

●

改善検討フェーズ：ユーザー視点でのアイディア検討によって、従来とは異なるアイディアを出すことができた。

●

試作・検証フェーズ：ユーザー視点を取り込むことで、ユーザーがより気持ちよく使用できるサービスについて
検討することができた。
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る「ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、従来とは異なる視点でアイディアを生み出す方法を
確立したい」という点を実現する手法として有効であると結論づけた。
本提案プロセスをシステム開発の現場で取り入れることで、よりユーザー視点に近づけるのではないかと考えて
いる。

1. はじめに

アを生み出す方法を確立することを考えていた。

BtoBサービスを提供しているX社は、ユーザーが気持ちよく

はない視点での改善検討が必要である。そこで、我々はユーザー

使用できるサービスの提供を目指しており、そのためのアイディ

を中心とした改善検討ができ、ユーザーが気持ちよく使用できる

アを生み出す方法を模索していた。そこで、BtoCのサービスに

サービスのアイディアを出すために「ユーザーエクスペリエンスデ

対して活用が進んでいるUXデザインを取り入れた改善プロセス

ザイン（以下、UXデザイン）の考え方を取り入れたサービス改善

を提案し、その有効性を示す検証を行った。

プロセス」を活用することを提案した。

この課題を解決するためには、従来型の機能やデータ中心で

このプロセスはX社の課題解決に有効な手立てであっただけ
でなく、他のサービス改善においても参考になる内容だと期待
できる。本検証の内容がBtoBのサービス改善に悩んでおられる

3. 提案内容

方々の一助になれば幸いである。

以下に、提案プロセスのポイントであるUXデザインについて

以降、2章で提案の背景となった課題を記載する。3章で提案
内容と先行研究について紹介する。4章では実施内容と課題解

説明し、その後、我々が提案する新しいプロセスの詳細について
述べる。

決のための実施のポイントを説明する。5章で有効性と課題を考
察し、6章でまとめを述べる。

3.1 UXデザインとは
UXとは「ユーザーエクスペリエンス（User eXperience)」

2. 提案の背景

の略語である。UXの定義は多数議論されているが、国際規格
ISO9241-210で以下の通り定義されている[1]。

当社は、X社が流通業の各社に提供しているメーカーの商品

「ユーザーエクスペリエンスとは、製品、システム、またはサー

情報の一元管理・活用サービス（以下、X社サービス）のシステム

ビスを利用した時、及び／または使用を予測した時に生じる個人

開発を担当している。X社サービスは、稼働後も継続的に改善に

の知覚や反応」

取り組んでいたが、近年は従来の進め方では解決が難しい課題

上記を踏まえてUXデザインとは、ユーザーの製品・サービス

が発生していた。なお、X社サービスの詳細については「4.1対象

の利用から生じる感情、信念、嗜好、知覚、生理学的・心理学的

となるサービスの範囲」にて述べる。

な反応、行動や達成をデザインすることである。BtoCサービス

＜X社の課題＞

では頻繁に使われている考え方、手法である。

（ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、）
従来とは異なる視点でアイディアを生み出す方法を確立したい

本提案プロセスでは、UXデザインの考え方、手法を取り入れ
るとともに、進め方はデザイン思考を参考にしている。デザイン

X社は、サービスを20年に渡り提供し、システム面での改善を

思考とは、
「人の幸福や社会の反映を目的に人間中心でイノベー

実施してきた。今後も更に改善したサービスを顧客に提供し続

ションを実現させる問題発見・問題解決のプロセス」[2]である。

けていくためには、従来通りの機能を中心に考える方法では行

デザイン思考の提唱者は複数いるが、本提案プロセスではスタ

き詰る場面があると懸念していた。

ンフォード大学ハッソ・プラットナー・デザイン研究所（通称:dス

そのためX社としてはユーザーが気持ちよく使用できるサービ

クール）の提唱するデザイン思考を参考にしている。

スを提供できるように、従来とは異なる視点での改善のアイディ
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以上から、本提案プロセスは「ユーザーにフォーカスを当てたアイディアを生み出すこと」
、X 社が持つ課題であ

3.2 「UXデザインの考え方を取り入れた
サービス改善プロセス」の提案
我々は、UXデザインやデザイン思考の「ユーザーの感情や行
動を重視し、ユーザーに常にフォーカスを当てる」という点を参

3.3 先行研究の調査
本提案プロセス実施の前に、プロセスのポイントである「ユー
ザーにフォーカスを当てたサービスの検討」をサービス開発の
場面で実施している先行研究を調査した。

考にし、
「UXデザインの考え方を取り入れたサービス改善プロ

新規アイディアを創出する際のデザイン企画プロセス提案[3]

セス（図1）」を提案した。プロセスは調査フェーズを最初に実施

や、新しい使い方を提案・アイディアを可視化するための研究[4]

し、問題定義フェーズ、改善検討フェーズ、試作・検証フェーズと

を確認したが、BtoCのサービスを題材としており、ユーザーが自

進めていく。一度試作・検証フェーズまで終え、検証結果の評価

身の判断でサービスの利用や行動の流れを選択できる、達成が

に応じてプロセスを繰り返す。

必須となるタスクがないなど、特にユーザーとの関わりにおいて
BtoBのサービスであるX社サービスとは異なる部分が多く採用
することが難しいため、新しいプロセスが必要であった。

問題
定義

4. 提案プロセスの検証
4.1 対象となるサービスの範囲

改善
検討

調査

検証の対象は、X社サービスにメーカー担当者が商品情報を
登録する作業である。
このX社サービスは、メーカー担当者が登録した商品情報を、

繰り返す

検証

流通業の顧客に対し、インターネットを通じて提供するサービス

試作

である。さまざまなシステムで使われる商品情報を１つのデータ
ベースで一元的に管理することでメーカー及び流通業の業務効
図 1 UX デザインの考え方を取り入れたサービス改善プロセス

率化を支援している。
メーカー担当者が商品情報を登録する作業は、X社サービス

本提案プロセスは、BtoBの大規模システム開発で一般的に

の起点である。そのため、メーカーの情報が正確に登録されるこ

行われているウォーターフォール型開発のサービス検討段階で

とがX社サービスの品質向上に繋がる。しかし、登録項目数が多

ある企画・要件定義フェーズで実施する（図2）。設計工程以降は

く作業が煩雑であり、メーカー側担当者の負担感が大きいため、

従来通りの開発を想定している。

この解消というニーズがあった。そこで、X社サービスにメーカー
が登録をする作業を対象範囲とした。

従来のプロセス

今回のプロセス

企画
システム
評価

要件定義
基本設計
詳細設計

システム
評価

システム
テスト

基本設計

結合
テスト

詳細設計

単体開発

結合
テスト

単体開発

図 2 提案するプロセスの範囲
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ここでは、本提案プロセスの流れに沿って実施した内容を調
査フェーズから順に示す。あわせて、結果についても記載する。

義[1]となっている、効果、効率、ユーザーの満足度の3つの
観点で評価設問を設定した。
● １回の調査でユーザーを多面的に理解するための3つの工程

ユーザーに纏わる情報を多面的に理解するために、現地

4.2.1 調査フェーズの実施

調査では「インタビュー」
「観察」
「見学」という3つの工程を

（1）調査の準備

行った。
「インタビュー」は担当者から主観的な意見を聞く

調査フェーズの目的はユーザーの理解である。今回は、

ため、
「観察」は担当者自身が気づいていない工夫や問題点

ユーザーの業務や振る舞いをユーザーの元に赴いて観察・

を客観的に引き出すため、
「見学」は担当者の作業環境の理

インタビューすることで、ユーザーの行動や行動に至る背景

解のために実施した[5]。

などを探った。ユーザー調査は、
「図3：ユーザー調査の進め

● BtoB業務サービスのための評価観点の採用

インタビューや観察では、ユーザーの感情に着目するた

方」に示す4ステップで実施した。

調査設計

めに作業中のストレス度合いを評価した。BtoCにおける
UXデザインではユーザーの嬉しい・楽しいといった感情に
着目することが多いが、X社サービスはBtoBで業務利用の

事前調査
（アンケート）

サービスであるため、嬉しい・楽しいといった感情が馴染ま
ない。そこで業務利用の場合はストレス度合いに着目する

現地調査

（インタビュー・観察・見学）

調査結果記録
図 3 ユーザー調査の進め方

●

●

調査結果全体を客観的に評価するための書式
調査結果を一目で理解できるようにするため、ユーザー

ごとにインタビュー総括表という1枚の用紙にまとめた。記
載した項目を「表1：インタビュー総括表に記載した項目」に

調査に協力いただくユーザーの負荷軽減

示す。
（2）調査フェーズの結果

視して設計や調査を行った。ユーザー負荷を重視した背景

メーカー6社（担当者9名）に調査へ協力いただき、6社分の

は、ユーザーの方には普段の業務を中断し、時間を確保い

インタビュー総括表を作成した。改善検討の材料となる工夫

ただく必要があるため、
できる限り短時間で終わらせたいと

と問題点の件数は以下の「表2：ユーザー調査で得られた工

の考えがあった。

夫・問題点の件数」の通りである。

● アンケート設問における標準的評価軸の採用

異なる商材のメーカーであり、担当者の性別・年齢層が異

X社サービスの現状の使いやすさや満足を測るために、

なるにも関わらず、いずれのメーカーからも一定量の結果を

事前調査のアンケートではISO9241-11のユーザビリティ定

得られていることから、バランスのよい調査方法であったと

表 1 インタビュー総括表に記載した項目
業 務 の 流 れ

登録業務の、商品情報収集、整理、登録、
活用、の4つのフェーズ。

行

動

それぞれのフェーズで実施している作業
内容。

点

要望事項や大変だと感じていること。

夫

問題点を回避するために実施していること。

工

トレス度合いを可視化した。

実施にあたって工夫したポイントは以下の通りである。
調査全体として、協力いただくユーザーの負荷軽減を重

問

ことが適当だと考え、ストレスを3段階で記録することで、ス

題

ストレス度合い

ユーザーのストレス状態とその理由
（調査者複数名による主観評価）。

表 2 ユーザー調査で得られた工夫・問題点の件数
工夫の件数

問題点の件数

A 社

5

13

B 社

7

13

C 社

6

13

D 社

7

17

E 社

7

17

F 社

3

7

合 計

35

80
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4.2 実施内容と結果

評価している。

ワークショップ設計

ユーザーの行動の情報に加え、ログデータでは把握できな
かった利用実態や改善に必要な観点についても把握するこ
とができた。ユーザー調査で把握できた利用実態の一部を

ワークショップ Day1
（ユーザーを深く理解する）

例として以下の「表3：ログデータの情報とユーザー調査で得
た情報の対比（一部）」で示す。

ワークショップ Day2

調査結果をご覧いただいたX社からは以下のような

（ユーザーを中心にアイディアを発想する）

良いコメントをいただいた。調査において採用した工
図 4 ワークショップの進め方

程上の工夫などのポイントの効果であり、ユーザーを
中心とした改善検討のための材料が得られたと評価し

ワークショップは「図4：ワークショップの進め方」

ている。

に示す3ステップで実施した。

既にお話をうかがっている方でも、観察しながらヒ

●

アリングすることで、ログでは気づけない、また単

実施のポイントは以下の通りである。
●

純なヒアリングでは聞き出せない意見を聞くことが
●

改善を問題の裏返しとしないためのスケジュール
問題を整理する問題定義フェーズと、アイディアを

できた

膨らませる必要がある改善検討以降のフェーズでは思

ログだけでは見えてこない、担当者のスキル、感情、

考の方向性が異なるため、ワークショップを2日間に

工夫によって異なる操作手順を選択していることが

分けることで頭の切り替えを促した。

よくわかった

●

問題定義のためのユーザー像の作成
ユーザーを中心とした問題定義をするために、ワー

4.2.2

問題定義、改善検討、
試作・検証フェーズの実施

（1）問題定義、改善検討、試作・検証の準備

クショップDay1にてユーザーを起点とした問題整理
を実施した。具体的には、調査で得たユーザー情報を
「業務に対する姿勢の積極性」と「作業のストレス度

調査フェーズの結果をインプットとして、問題定義

合い」の2軸でセグメント分けし、更に同セグメント

から検証までのフェーズをワークショップ形式で実施

ごとにユーザーの情報を集約した「ユーザー像」を作

した。ワークショップ形式にした理由は、X社と当社

成し、ユーザー像ごとに現状のユーザーエクスペリエ

の両社からメンバーを出すことで互いの知見を出しあ

ンス（UX:3.1節参照）を整理して、優先的に改善すべ

い、その知見がその場で活用されてアイディアをより

きユーザー像を定義した[6]。ユーザー像作成用のシー

考えやすくするという相乗効果を狙ったからである。

トと現状UXのサンプルはそれぞれ図5、図6に示す。

表 3 ログデータの情報とユーザー調査で得た情報の対比（一部）
ログデータで把握していた情報

1

2

40

ユーザー調査で判明した情報

A 社が Y 機能を利用している

インタビューから、Y 機能は X 社のコールセンターか
ら指示されたときのみ利用し、普段は利用していない
ことがわかった。

登録画面で用意している日付入力補助機能を利用して
いるかは不明

観察から、担当者が登録画面で用意している日付入力
補助機能を使っていないことがわかった。
その点について、観察後にインタビューすると、日付
入力補助機能の存在に気づいていなかったということ
がわかった。更に、日付入力補助機能を見ていただき、
現行の日付入力では営業日の確認が必要なため祝日
の表示がないシステム上の日付入力補助機能では不十
分だという意見を聞くことができた。
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トーリーを作成しストーリーボードという形でまとめ
た（図7）[7]。更に、ストーリー上で重要なシステム
画面を紙にスケッチをして作成していった。検証で
は、可視化したストーリーとスケッチを、ユーザー像
を演じながら評価した。評価の観点はユーザーの感情
がポジティブになっているかである。評価で出た指摘
をもとに、再びストーリーボードとスケッチのブラッ
シュアップを行った。

図 5 ユーザー像シートのサンプル

図 7 ストーリーボードの一例
（2）問題定義、改善検討、試作・検証フェーズの結果

ワークショップを2つのグループに分けて実施し、
X社サービスを改善した業務のストーリーを2本作成
した。そのうち1本を説明する様子が「図8：作成し
たストーリーとスケッチ」である。9枚のストーリー
ボードと3つの主要画面がユーザーの感情を改善する
アイディアとしてまとめられている。

図 6 現状 UX のサンプル
●

ユーザー像の感情に着眼した改善検討、試作・検討

プロセス
ユーザーを起点とした改善検討、試作・検証をする
ために、ワークショップDay2にてDay1で決定した
優先的に改善すべきユーザー像にフォーカスして検討

図 8 作成したストーリーとスケッチ
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した。具体的には、ユーザー像の感情を改善するス

もう一方のグループでも5枚のストーリーボードと1
つの主要画面として改善のアイディアを出すことがで
きており、提案した改善プロセスによる成果物の作成

ユーザーに切り替わったという点において、問題定義
フェーズの実施は有効である。
改善検討フェーズでは、ユーザーにフォーカスするこ

までを検証できた。

とで従来とは異なる質のアイディアを生み出すことがで

X社からは、当社から提案したUXデザインを取り入

きた。従来は1つの問題に対して1つずつ解決策を出すよ

れた一連の改善プロセスの効果として以下のような評

うな改善を行っていたが、今回はユーザーの感情をポジ

価をいただいている。

ティブにするにはどのような業務の流れであればよいか

●

●

これまではシステムを作る際は論理的な思考が強

というユーザーを中心とした検討をしたため、質の異な

く働くことが多かったが、UXを意識してユーザー

るアイディアを多数出すことができた。以上から、ユー

調査を行うことで、着目点や考慮のポイントなど

ザー視点での検討によって従来とは異なるアイディアを

が変わった。

出すことができるという点において、改善検討フェーズ

ユーザーのニーズとウォンツを深く探るという意味

は有効である。
試作・検証フェーズでは、改善検討フェーズで出たア

では大変有効と感じた。

イディアの精度を上げることができた。改善検討フェー

5. 結果の考察

ズで作成したストーリーのうち業務の根幹となる部分の

本提案プロセスの実施によって「ユーザーにフォーカ

当性や画面の使いやすさをユーザーに近い視点で検証し

スを当てたアイディアを生み出すことができ、X社が持つ

た。従来は機能視点での検討をしていたが、今回は終始

課題の解決に繋がる」と考え、X社サービスを題材にプロ

ユーザー視点を取り込み、ユーザーがより気持ちよく使

セスの検証を行った。この章では、プロセスの実施結果

用できるサービスを検討したという点において、試作・

からプロセスの有効性について述べる。

検証フェーズは有効である。

画面案を作成し、ユーザーを演じながらストーリーの妥

調査フェーズでは、ログデータではわからない利用

以上から、本提案プロセスは「ユーザーにフォーカス

状況や、サービス提供側の想定とユーザーの使用方法

を当てたアイディアを生み出すこと」、X社が持つ課題で

とのギャップを知ることができた。例えば「4.2.1

調

ある「ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指

査フェーズの実施 (2)調査フェーズの結果 に記載した表3

すために、従来とは異なる視点でアイディアを生み出す

No.2」で記載したように、ユーザーの利便性向上のた

方法を確立したい」という点を実現する手法として検証

めに提供している機能の存在をユーザーが認識できてお

できた。

らず、また認識したとしても提示される情報が十分でな

一方で今回はスコープ対象外としたが、開発工程でい

いということがわかった。以上から、現地で直接ユー

かにユーザーにフォーカスを当てた状態を維持するか、

ザーへインタビューと観察をしたからこそ得られる情報

終始ユーザーにフォーカスすることに拘って進めたその

があるという点において、調査フェーズの実施は有効で

意図が失われないよう工夫が必要であり、今後の課題で

ある。

ある。

問題定義フェーズでは、本プロセスのポイントである
ユーザーにフォーカスするということが実現できた。調
査フェーズで得たユーザーのリアルな意見をもとに問題

6. おわりに

を検討するうちに、ワークショップ参加メンバーから

本提案プロセスは「ユーザーにフォーカスを当てたア

「このユーザーは熱心に作業しているが問題を抱えてい

イディアを生み出すこと」に有効であり、X社のように

るから早く何とかしてあげたい」などのユーザーを助け

「サービスをユーザーにとって更によいものにしていく

たい・よくしてあげたいという言葉が自然と出るように

ためのアイディアを出していきたい」という状況での活

なった。以上から、フォーカスする先が機能ではなく

用が期待できる。
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考えることが重要であると言われてきた。しかし上手く
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システム開発の現場において、ユーザー視点で物事を

