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ユーザビリティテストでは被験者にユーザの立場でソフトウェアや Web サイトなどを実際に使用してもらい, 使い
やすさを評価する. しかし, 被験者と実験者が同じ時間や空間を共有する必要があり, 実施コストが非常に高い. それ
に対して, リモート・ユーザビリティテストは実験者と被験者が時間と空間を共有せずに行えるため実施コストが比
較的低い. リモート・ユーザビリティテストに関する既存研究ではユーザビリティテストとリモート・ユーザビリ
ティテストの課題達成率および処理時間の傾向が似ていることが示されている. しかし, 既存研究ではリモートなら
ではの実施容易性や有効性を示すのには情報が不十分である. 本研究ではリモート・ユーザビリティテストの実施
容易性と有効性の評価実験を行う. この実験では, 被験者にとっての実施容易性のほか, ユーザビリティテストと同等
の情報が低コストに得られることも実証する.

Usability testing is to evaluate ease of use for Web site or software by user. But, cost of usability testing is
very high, because this needs that experimenter and subject share the same space and time. In contrast, cost
of remote usability testing is relatively low, because it does not need that experimenter and subject share
the same space and time. The existing research about remote usability testing shows that both the trend of
achievement rate and the processing time of remote usability testing are similar to that of usability testing.
But, the existing research shows not enough information for the eﬀectiveness and remote characteristic of
implementation ease. This research experiments to evaluate the eﬀectiveness and implementation ease of
remote usability testing. This experiment will demonstrate that tester can obtain the results equivalent of
that of usability testing at low cost and that remote usability testing is easy to implement for the subjects.
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• 被験者の与えられた 7 個の課題の課題達成時間
• 被験者の Web サイトに対する 31 項目の 4 段階
評価の数値
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パフォーマンス評価では図 1 のタスクを被験者に
行ってもらい, 図 2,3 のチェックリストで Web サイト
の評価を行ってもらう.
この実験で取得する情報は以下の通りである.

4. 2 実験題材
今年度から一般公開された北海道函館市のイベン
ト情報サイト「HakoEve」図 6 で実験を行う. 今回の
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テストで被験者に行ってもらうタスク項目例

テストで被験者に行ってもらうチェックリスト項目例

題材を選んだ理由として,「HakoEve」が本校の PBL

ため, サイトの問題点が潜在している可能性が高い.

で学生開発され, 函館市地域交流まちづくりセンター
の Web サイトの一部として今年 4 月に一般公開され
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テストで被験者に行ってもらう主観的評価項目例

ユーザビリティテストとリモートユーザビリティテストの比較の実験

モートユーザビリティテスト 10 人. 実験的制約のあ
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ティテストと実験的制約がない場合の比較では, ユー
ザビリティテストとリモートユーザビリティテストの
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実験的制約のあるリモートユーザビリティテストと実験的制約がない場合の比較

じた.
今後は被験者を募集し, 評価実験を進める. そして,
得られた結果を分析していく. 得られた結果を基に,
リモートユーザビリティテストのより良い実施方法や
どんな題材に向き, どんな題材に不向きであるかを調
査する. また, 他の Web サイトでも同様の結果が得ら
れるかどうかを調査する.
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