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第第第第1111章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    
    近年，組織のコミュニケーション⽀援や，情報共有のためにグループウェアが注目されている．   

野呂は，グループウェアとはどのような特質を持ったものか，これまで共同活動の⽀援としてど

のようなことが⾏われてきたかを調べ，これを基礎知識とした上で，岩⼿県⽴大学ソフトウェア

情報学部社会情報システム学講座（以下，鈴⽊研究室）の活動をまとめ（表 1-1），研究室の非同

期分散型の活動を⽀援することを目的としたグループウェアの開発を⾏った． 

 本研究では，野呂（2004）にて開発されたグループウェア(以下 旧システム)の問題点を改善し，

運用，評価を⾏う． 

 

 

 

表表表表    1111----1111 鈴⽊研究室鈴⽊研究室鈴⽊研究室鈴⽊研究室におけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動のののの時間空間軸時間空間軸時間空間軸時間空間軸によるによるによるによる分類分類分類分類（（（（野呂野呂野呂野呂 2004 2004 2004 2004））））    

時間時間時間時間    
空間空間空間空間 

同期同期同期同期    
（（（（リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））    

非同期非同期非同期非同期    
（（（（非非非非リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））    

対⾯対⾯対⾯対⾯    

-ビジネスミーティング 
-ランチョンセミナー（実施） 
-ソフトウェア演習 
-情報システム演習・ゼミ 
（論⽂講読，進捗報告） 

 

分散分散分散分散    -大学院⽣ゼミ（遠隔ゼミ） 

-ランチョンセミナー（準備） 
-講義のツボ（作成，公開） 
-ネコの⼿ OJT（依頼，請負） 
-情報システム演習・ゼミ 
（デジタルポートフォリオ） 
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第第第第2222章章章章    旧旧旧旧システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要とととと問題点問題点問題点問題点    
第第第第1111節節節節    旧旧旧旧システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要    
    旧システム（野呂 2004）は，鈴⽊研究室に存在するプロジェクトの非同期分散型の活動を対象

とした，タスク管理・活動記録管理を⽀援するシステムであった．非同期分散型の活動とは，異

なる時間・異なる場所においての協同作業を意味する． 

 プロジェクトとはリーダーと参加者の関係が成り⽴つ枠組みである．個⼈は，複数のプロジェ

クトに参加することができる．例えば，4 年⽣ゼミ，講座で毎週⾏っているセミナーなどがプロ

ジェクトにあたる． 

 機能としては，プロジェクトリーダーがメンバーにタスクを与え，活動を終了したタスクは，

活動記録として残るといったものであった（図 2-1）． 

 

図図図図    2222----1111 旧旧旧旧システムシステムシステムシステム概要概要概要概要（（（（野呂野呂野呂野呂 2004 2004 2004 2004））））    
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第第第第2222節節節節    旧旧旧旧システムシステムシステムシステムのののの問題点問題点問題点問題点    
 旧システムでは，プロジェクトレベルでのデータ管理がなされていたため，個⼈レベルでの詳

細なスケジュール，タスクの管理が困難であった(図 2-2)． 

 

図図図図    2222----2222 旧旧旧旧システムシステムシステムシステムにおけるにおけるにおけるにおけるプロジェクトレベルプロジェクトレベルプロジェクトレベルプロジェクトレベルでのでのでのでのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール管理管理管理管理    

 

 また，それぞれのプロジェクト毎のコンテンツに関する部分が含まれていたため，新規プロジ

ェクトへの対応が難しい状態であった．例として，ランチョンセミナーのコンテンツ管理機能が

挙げられる． 

 

 そして，旧システムには，ユーザおよびプロジェクトの管理ツールが存在せず，直接データベ

ースを操作するという仕様となっていたため，管理を⾏ううえでとても不便な状態になっていた． 
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第第第第3333章章章章    システムシステムシステムシステムのののの改善改善改善改善    
第第第第1111節節節節        新新新新システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要    

 本研究で改善した点は大きく３つある． 

まず，新規プロジェクトへの対応を実現するため，旧システムにおけるプロジェクト毎のコンテ

ンツに関する部分を完全に排除し，プロジェクト情報の管理⽅法の⾒直しを⾏った．さらに，ユ

ーザおよびプロジェクトの管理機能を新たに開発した．また，下平(2001)は，個⼈スケジュール

を基本としたシステムでは，グループ以外の⼈の参加，あるいは，グループ内の⼈の不参加とい

ったことが可能となっているだけでなく，各個⼈のスケジュール管理，各グループのスケジュー

ル調整が容易となるとしている．そこで，本システムではスケジュール及びタスクは全て個⼈レ

ベルで管理を⾏うため，データ構造と処理の改善を⾏った． 

 以上を改善した本システムの構成図は図 3-1 のようになる．システム管理者はユーザ管理及び

プロジェクト管理を⾏う．ここでの「プロジェクト」は無数に作成，管理することができる．作

成された各プロジェクトのスケジュール及びタスクは，プロジェクトリーダーによって管理され，

プロジェクト参加者は個⼈のスケジュール・タスクと所属プロジェクトのスケジュール・タスク

を確認し，活動を⾏う． 
 

 
図図図図    3333----1111    新新新新システムシステムシステムシステム構成図構成図構成図構成図    
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第第第第2222節節節節    旧旧旧旧システムシステムシステムシステムからのからのからのからの改善点改善点改善点改善点    
3.2.13.2.13.2.13.2.1     新規新規新規新規プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトへのへのへのへの対応対応対応対応    

    旧システムのプロジェクト所属情報はフィールド名に固定で与えられた ID（図 3-2 ユーザ情報

テーブルの 1〜７）によって管理されていた．よって，新規プロジェクトを増やす際にはデータ

ベース構造を修正しなければならないという問題があった． 

 

 
図図図図    3333----2222    旧旧旧旧システムシステムシステムシステムののののテーブルテーブルテーブルテーブル構造構造構造構造    

 

 

 

 本システムは，旧システムでは不可能であった新規プロジェクトへの対応について，プロジェ

クト所属情報データテーブルの最適な正規化と，処理の全⾯的な⾒直しを⾏うことにより実現し

た．図 3-3 で説明すると，ユーザ情報テーブルとプロジェクト情報テーブルは独⽴しており，プ

ロジェクト所属メンバテーブルによってプロジェクトの所属管理が⾏われている．そのため，フ

ィールドを増やさなくても，新規プロジェクトの追加や，メンバーの追加が可能となった． 

（詳しくは資料３：データベースのリレーションと構造） 

 

 
図図図図    3333----3333    新新新新システムシステムシステムシステムののののテーブルテーブルテーブルテーブル構造構造構造構造    

 



9 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2     ユーザユーザユーザユーザおよびおよびおよびおよびプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの管理機能管理機能管理機能管理機能    

    ユーザの管理，プロジェクトの管理，およびユーザのプロジェクトへの所属管理機能は新たに

開発した機能である．この機能は，新規プロジェクトの追加や，所属管理，メンバー編集を⾏う

上で重要な機能であり，旧システムには用意されていなかった． 

 この機能は基本的に本システムの管理者が使用する． 

 操作と処理の流れは以下の通りである． 

 

① システム管理者が本システムを利用する全ユーザを登録する．この際，⽒名，ID，パスワード，

学年を設定する． 

 

② プロジェクトリーダーとメンバーをそれぞれ選択し，新しくプロジェクトを作成する． 

 

③ 参加したメンバーそれぞれにその旨を伝えるメッセージが表⽰される．プロジェクトリーダー

はプロジェクトのスケジューリングを⾏い，メンバーにタスクを与えることが可能になる． 
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3.2.33.2.33.2.33.2.3     個⼈個⼈個⼈個⼈レベルレベルレベルレベルでのでのでのでのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール・・・・タスクタスクタスクタスク管理管理管理管理    

 個々の都合（出⽋・時間）に対応したスケジューリングを可能とするため，本システムのスケ

ジュール及びタスクは全て個⼈レベルで管理することとした(図 3-4)．あるプロジェクトでスケジ

ュールが追加された場合，そのプロジェクトに所属している全てのメンバーのスケジュールに追

加される．これにより，重複スケジュールに対してのアラート機能や，出⽋確認機能などが実装

可能となった． 

 

図図図図    3333----4444 本本本本システムシステムシステムシステムにおけるにおけるにおけるにおける個⼈個⼈個⼈個⼈レベルレベルレベルレベルでのでのでのでのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール管理管理管理管理    

 

 タスク管理機能に関して，プロジェクトリーダーが選択されたメンバーにタスクを与える場合

も同様に個々のタスクに追加され，個⼈レベルでのタスク管理を実現している． 

 

 また，野呂(2004）のインタビューの結果で「個⼈のスケジュールや TODO も扱えるといいの

では」という意⾒が出ていたので，この点も実現した． 
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第第第第4444章章章章    開発開発開発開発    
第第第第1111節節節節    開発環境開発環境開発環境開発環境    
 本システムは，PHP5 を用いて開発し，処理系と表⽰系の分化を図るため，Smarty テンプレー

トエンジンを採用した．また，PHP のライブラリとして，PEAR を使用している．各データの管

理には RDBMS の MySQL を用いた．対応ブラウザは，IE6.0 および，Mozilla1.6 である． 

 

第第第第2222節節節節    システムシステムシステムシステムのののの機能機能機能機能    
4.2.14.2.14.2.14.2.1 ユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報のののの表⽰表⽰表⽰表⽰    

 システムにアクセスするとログイン認証が求められる（図 4-1）．ログインに成功すると，ユー

ザ情報が読み込まれトップページが表⽰される（図 4-2）． 

 

 

 

図図図図    4444----1111 ログインログインログインログイン画⾯画⾯画⾯画⾯    
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図図図図    4444----2222 トップページトップページトップページトップページ    
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トップページで表⽰される機能は，以下の６つである． 

（１） 最新情報 

 スケジュール管理機能，タスク管理機能，プロジェクト管理機能それぞれの最近⾏われた操作

について表⽰される．これによって，ユーザが所属しているプロジェクトの動向を容易に知るこ

とができる． 

 

（２） 本⽇のスケジュール 

 閲覧⽇のユーザのスケジュールを表⽰する．これは，ユーザ個⼈で登録したスケジュールだけ

でなく，ユーザが所属しているプロジェクトで追加されたスケジュールも表⽰される． 

 

（３） マイタスク 

  ユーザに割り当てられているタスクが，〆切の近い順に表⽰される． 

 

（４） 所属しているプロジェクト 

  ユーザが現在所属しているプロジェクトが表⽰される． 

 

（５） 伝⾔ BOX 

  未読伝⾔について表⽰される． 

 

（６） bell gate に関するおしらせ 

  システムのバージョンアップ情報や，障害の報告などが表⽰される． 
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4.2.24.2.24.2.24.2.2 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール管理機能管理機能管理機能管理機能    

（（（（１１１１））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの追加追加追加追加    

 スケジュール追加画⾯を図 4-3 に⽰す．この追加ページには，全てのユーザがアクセスするこ

とができる．⼊⼒する項目は，スケジュール名，スケジュールの内容，対象のプロジェクト，ス

ケジュールのタイプ（１⽇のみ，期間，曜⽇指定），スケジュールの⽇付，スケジュールの時刻，

優先度である．プロジェクトリーダーがプロジェクトのスケジュールを追加する場合には，対象

のプロジェクト項目で選択する．１つもリーダーであるプロジェクトが無い場合には，ユーザは

個⼈スケジュールのみ追加できる． 

 もし，プロジェクトのスケジュールが追加された場合には，プロジェクトメンバー全員にその

旨が伝えられ，全員にスケジュールが追加される．タスクの期限は，カレンダーによる⼊⼒機能

を準備した． 
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図図図図    4444----3333 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール追加画⾯追加画⾯追加画⾯追加画⾯    

（（（（２２２２））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの⼀覧⼀覧⼀覧⼀覧表⽰表⽰表⽰表⽰    

 ⼀般的なグループウェアの場合，企業での用途を考慮して開発されているため，⽇表⽰が普通

であるが，研究室の 1 ⽇の活動はそれほど多いわけではなく，以前から鈴⽊研究室で使用してい

るスケジューラも⽉表⽰であったため，本システムも⼀覧表⽰には⽉表⽰を採用した（図 4-4）． 

 また，各スケジュールのリンクにカーソルを合わせるとダイジェストがポップアップで表⽰さ

れる． 
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図図図図    4444----4444 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの⼀覧⼀覧⼀覧⼀覧    

 

（（（（３３３３））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの詳細詳細詳細詳細表⽰表⽰表⽰表⽰    

 追加されたスケジュールの詳細画⾯を図 4-5 に⽰す． 

この⽇時に他のスケジュールが⼊っていた場合は「重複」項目に重複しているスケジュールのリ

ストが表⽰される．もし重複しているスケジュールよりもこちらのスケジュールを優先するとユ

ーザが判断した場合，重複しているスケジュールの「出⽋確認」項目において⽋席を選択する． 

 テーブルの右上に配置してあるアイコンは左から，新規スケジュールの追加，このスケジュー

ルの修正，このスケジュールの削除である． 
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図図図図    4444----5555 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール詳細画⾯詳細画⾯詳細画⾯詳細画⾯    

 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 タスクタスクタスクタスク管理機能管理機能管理機能管理機能    

（（（（１１１１））））タスクタスクタスクタスクのののの追加追加追加追加    

 タスクの追加画⾯を図 4-6 に⽰す． 

 このページには基本的に全員がアクセスすることができるが，プロジェクト毎のタスクを追加

することができるのはプロジェクトリーダーとして登録されたメンバーだけである．⼊⼒する項

目は，タスク名，対象のメンバー，タスクの期限，タスクの詳細である． 

 対象のメンバーは，選択したメンバーがリストの右に表⽰され，選択中のメンバーを常時確認
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できる．タスクの期限は，カレンダーによる⼊⼒機能を準備した． 

 

 

図図図図    4444----6666 タスクタスクタスクタスク追加画⾯追加画⾯追加画⾯追加画⾯    

 

（（（（２２２２））））マイタスクマイタスクマイタスクマイタスク⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰    

 マイタスク⼀覧画⾯を図 4-7 に⽰す．マイタスク⼀覧画⾯には，ユーザに割り当てられている

全てのタスクが表⽰される．表⽰される項目は左から，タスクの状態，タスク名，プロジェクト

名，期限，操作である． 

 タスクの状態は，完了していないタスクを表す「実施中」，完了し，プロジェクトリーダーに承

認を求めている状態の「審査中」，プロジェクトリーダーに商⼈をもらった状態の「クリア済」が

存在する．プロジェクトリーダーに承認を求める場合には「クリア申請」をクリックする． 
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 また，タスクの期限が切れてもプロジェクトリーダーから承認されていない場合，期限の⽂字

⾊が赤に変わり，実施を促すようにした． 

 

 

図図図図    4444----7777 マイタスクマイタスクマイタスクマイタスク⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    

（（（（３３３３））））マイタスクマイタスクマイタスクマイタスク詳細表⽰詳細表⽰詳細表⽰詳細表⽰    

 マイタスク詳細画⾯を図 4-8 に⽰す．マイタスク詳細画⾯には，タスク名，プロジェクト名，

期限，タスクの詳細，個⼈向けメモが表⽰される． 

 タスクの詳細には，このタスクを⾏う全てのメンバー共通の指⽰が表⽰され，個⼈向けメモに

は，個⼈ごとに設定された指⽰が表⽰される． 

 



20 

 

図図図図    4444----8888 マイタスクマイタスクマイタスクマイタスク詳細画⾯詳細画⾯詳細画⾯詳細画⾯    

 

 

 

 

（（（（４４４４））））クリアクリアクリアクリア済済済済みみみみタスクタスクタスクタスク⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰    

 クリア済みタスク⼀覧画⾯を図 4-9 に⽰す．クリア済みタスクとは，ユーザに割り当てられたタ

スクのうち，実施し，プロジェクトリーダーに承認されたタスクのことである．本システムにお

いては自分の活動履歴といった意味合いになる． 

 このクリア済みタスク⼀覧画⾯には，タスク名，プロジェクト名，期限，終了⽇が表⽰される． 
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図図図図    4444----9999 クリアクリアクリアクリア済済済済みみみみタスクタスクタスクタスク⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    

 

 

 

 

（（（（５５５５））））管理中管理中管理中管理中ののののタスクタスクタスクタスク⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰    

 管理中のタスク⼀覧画⾯を図 4-10 に⽰す．管理中のタスクとは，プロジェクトメンバーに与え

たタスクであり，プロジェクトリーダーにのみ表⽰される． 

 表⽰される項目は，タスク名，プロジェクト名，タスクの状態，実⾏者名，期限である．プロ

ジェクトリーダーは，タスクの状態をチェックし，実施の斡旋や，承認を⾏う． 
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図図図図    4444----10101010 管理中管理中管理中管理中ののののタスクタスクタスクタスク⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    

 

 

 

 

（（（（６６６６））））管理中管理中管理中管理中ののののタスクタスクタスクタスク詳細表⽰詳細表⽰詳細表⽰詳細表⽰    

 管理中のタスク詳細画⾯を図 4-11 に⽰す．このページはプロジェクトリーダーのみ使用するこ

とができる 

 表⽰される項目は，タスク名，プロジェクト名，タスクの詳細，タスクの状態，実⾏者名，期

限，操作アイコンである．操作アイコンは左から，タスクのクリア承認，タスクの編集，タスク

の削除であり，全体とメンバーごとの個別操作ができる． 
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図図図図    4444----11111111 管理中管理中管理中管理中ののののタスクタスクタスクタスク詳細詳細詳細詳細画⾯画⾯画⾯画⾯    

 

 

 

（（（（７７７７））））活動済活動済活動済活動済みみみみタスクタスクタスクタスク⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰    

 活動済みタスク⼀覧画⾯を図 4-12 に⽰す．活動済みタスクとは，プロジェクトのタスクで，全

員の活動が終了したものであり，プロジェクトリーダーにのみ表⽰される．本システムにおいて

はプロジェクトの活動記録という位置づけになる． 

 表⽰される項目は，活動終了⽇時，タスク名，プロジェクト名である． 
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図図図図    4444----12121212 活動済活動済活動済活動済みみみみタスクタスクタスクタスク⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    

 

 

 

 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 伝⾔伝⾔伝⾔伝⾔ BOXBOXBOXBOX 機能機能機能機能    

 伝⾔ BOX 機能とは，ユーザ同⼠の連絡を補助する機能である． 

 

（（（（１１１１））））伝⾔伝⾔伝⾔伝⾔のののの新規作成新規作成新規作成新規作成    

 伝⾔の新規作成画⾯を図 4-13 に⽰す．この画⾯では，伝⾔のタイトル，宛先，伝⾔の本⽂，返

信の要求を⼊⼒する．宛先に関しては，選択されたユーザ名が⼀覧表⽰され，容易に確認ができ
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る．返信を要求した場合，受信者の受信伝⾔詳細画⾯において返信フォームが表⽰される． 

 

 

図図図図    4444----13131313 伝⾔伝⾔伝⾔伝⾔のののの新規作成画⾯新規作成画⾯新規作成画⾯新規作成画⾯    

 

 

（（（（２２２２））））受信伝⾔⼀覧表⽰受信伝⾔⼀覧表⽰受信伝⾔⼀覧表⽰受信伝⾔⼀覧表⽰    

 受信伝⾔⼀覧画⾯を図 4-14 に⽰す．この画⾯では，受信した伝⾔を閲覧することができる．表

⽰される項目は，伝⾔のタイトル，送信者名，受信⽇時，返信要求の有無が表⽰される． 

 ⼀度読んだ伝⾔は背景⾊が変化し，未読伝⾔と区別がつきやすいよう配慮した． 
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図図図図    4444----14141414 受信伝⾔⼀覧画⾯受信伝⾔⼀覧画⾯受信伝⾔⼀覧画⾯受信伝⾔⼀覧画⾯    

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））受信伝⾔詳細表⽰受信伝⾔詳細表⽰受信伝⾔詳細表⽰受信伝⾔詳細表⽰    

 受信伝⾔詳細画⾯を図 4-15 に⽰す．この画⾯では，伝⾔のタイトル，送信者名，伝⾔の本⽂，

返信フォームが表⽰される．返信フォームは送信者が返信を要求した場合にのみ表⽰され，そう

でない場合は送信者名をクリックして返信を⾏うことができる． 
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図図図図    4444----15151515 受信伝⾔詳細画⾯受信伝⾔詳細画⾯受信伝⾔詳細画⾯受信伝⾔詳細画⾯    

 

 

 

 

 

（（（（４４４４））））送信済送信済送信済送信済みみみみ伝⾔⼀覧表⽰伝⾔⼀覧表⽰伝⾔⼀覧表⽰伝⾔⼀覧表⽰    

 送信済み伝⾔⼀覧画⾯を図 4-16 に⽰す．この画⾯では，自分が送信した伝⾔を確認することが

できる．表⽰される項目は伝⾔のタイトル，宛先，送信⽇時，返信要求の有無が表⽰される．相

⼿が読んだ伝⾔は背景⾊が変化し，閲覧確認ができるようになっている． 
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図図図図    4444----16161616 送信済送信済送信済送信済みみみみ伝⾔⼀覧画⾯伝⾔⼀覧画⾯伝⾔⼀覧画⾯伝⾔⼀覧画⾯    

 

 

 

 

 

（（（（５５５５））））送信済送信済送信済送信済みみみみ伝⾔詳細伝⾔詳細伝⾔詳細伝⾔詳細    

 送信済み伝⾔詳細画⾯を図 4-17 に⽰す．この画⾯では，伝⾔のタイトル，宛先，伝⾔の本⽂が

表⽰される． 
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図図図図    4444----17171717 送信済送信済送信済送信済みみみみ伝⾔詳細画⾯伝⾔詳細画⾯伝⾔詳細画⾯伝⾔詳細画⾯    

 

 

 

 

 

 

（（（（６６６６））））ゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱    

 ゴミ箱⼀覧画⾯を図 4-16 に⽰す．削除された受信伝⾔，送信済み伝⾔は 1 度このゴミ箱へ移さ

れる．ここで選択し，「完全に削除」を⾏うと伝⾔を完全に削除することができる．  
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図図図図    4444----18181818 ゴミゴミゴミゴミ箱画⾯箱画⾯箱画⾯箱画⾯    

 

 

 

 

 

 

4.2.54.2.54.2.54.2.5 ユーザユーザユーザユーザおよびおよびおよびおよびプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理機能管理機能管理機能管理機能    

 ユーザおよびプロジェクト管理機能は，システム管理者として登録されているユーザだけが利

用することができる．以下に各機能の⼀覧を⽰す． 
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（（（（１１１１））））新規新規新規新規ユーザユーザユーザユーザ追加追加追加追加    

 新規ユーザ追加画⾯を図 4-19 に⽰す．新規ユーザ追加画⾯での⼊⼒項目は，ユーザ名，ユーザ

ID，パスワード，ユーザの学年，参加プロジェクトである． 

 ここで⼊⼒を⾏うとユーザが登録され，登録されたユーザは，⼊⼒した ID とパスワードで本シ

ステムを利用することができるようになる． 

 

 

図図図図    4444----19191919 新規新規新規新規ユーザユーザユーザユーザ追加画⾯追加画⾯追加画⾯追加画⾯    

（（（（２２２２））））ユーザユーザユーザユーザ⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰⼀覧表⽰    

 ユーザ⼀覧画⾯を図 4-20 に⽰す．ユーザ⼀覧画⾯で表⽰される項目は，ユーザ ID，ユーザ名，

学年，メールアドレス，最終ログイン⽇時，ログイン回数，操作である． 

 また，最終ログイン⽇時並びにログイン回数でソートが⾏えるようになっており，利用頻度な
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どを容易に知ることができる． 

 

 

図図図図    4444----20202020 ユーザユーザユーザユーザ⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））新規新規新規新規プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト追加追加追加追加    

 新規プロジェクト追加画⾯を図 4-21 に⽰す．新規プロジェクト追加画⾯での⼊⼒項目は，プロ

ジェクト名，プロジェクトリーダー，プロジェクトメンバーである． 

 ここで⼊⼒を⾏うと，選択されたメンバーそれぞれの参加プロジェクト属性が追加され，その
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プロジェクトへの参加処理が⾏われる． 

 

 

図図図図    4444----21212121 新規新規新規新規プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト追加画⾯追加画⾯追加画⾯追加画⾯    

 

 

 

 

 

（（（（４４４４））））プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト⼀覧⼀覧⼀覧⼀覧    

 プロジェクト⼀覧画⾯を図 4-22 に⽰す．プロジェクト⼀覧画⾯には，本システム中に存在する

プロジェクトのリストが表⽰される．表⽰される項目はプロジェクト ID，プロジェクト名，管理

者名，操作である． 
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図図図図    4444----22222222 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯⼀覧画⾯    
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第第第第5555章章章章    運用運用運用運用    
第第第第1111節節節節    仮運用仮運用仮運用仮運用のののの実実実実施施施施    
5.1.15.1.15.1.15.1.1 仮運用仮運用仮運用仮運用のののの目的目的目的目的    

 急に運用期間に⼊ると，操作に慣れるための期間が消費され，実際に運用できる期間が減少す

ると考え，本システムの操作に慣れるための期間を 1 週間（2006/1/8〜2006/1/14）用意した． 

 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 仮運用仮運用仮運用仮運用のののの⽅法⽅法⽅法⽅法    

 プロジェクトリーダーとプロジェクトメンバーの 2 つの⾯から新規プロジェクトを⽴ち上げた

という仮想的なシナリオに従って試用してもらった．対象者は鈴⽊研究室に所属する 35 名を対象

とした．シナリオは資料 1：仮運用シナリオを使用した．その後，個⼈ごとに自由に使ってもら

った． 

 

 

 

 

第第第第2222節節節節    本運用本運用本運用本運用のののの実施実施実施実施    
5.2.15.2.15.2.15.2.1 本運用本運用本運用本運用のののの目的目的目的目的    

 本研究で開発したシステムを使用するうえで，操作しづらい点並びに必要な機能，不必要な機

能を洗い出し，改善の材料にすることを目的とした． 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 本運用本運用本運用本運用のののの⽅法⽅法⽅法⽅法    

    本システムの運用は，筆者の所属する研究室で 2 週間（2006/1/23〜2006/2/6）⾏った．鈴⽊

研究室に所属する 35 名を対象とした． 

 実際に存在する講座内のプロジェクト(ランチョンセミナー，講義のツボ，ネコの⼿ OJT と，

各学年の演習，個⼈のスケジュール)を対象とし，プロジェクト管理機能，スケジュール管理機能，

タスク管理機能，伝⾔機能をそれぞれ使用してもらった．以下に各プロジェクトで⾏われた活動

の内容を表 5-1 に⽰す． 
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表表表表    5555----1111 各各各各プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで⾏⾏⾏⾏われたわれたわれたわれた活動活動活動活動    

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト名名名名    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの概要概要概要概要    活動内容活動内容活動内容活動内容    

ランチョンセミナー 昼休みにゲストを招き昼⾷を⾷

べながら発表を聞く 

・ランチョンセミナーの活動タスクを

追加し，個々が活動を⾏った 

講義のツボ 岩⼿県⽴大学ソフトウエア情報学

部で開講されている講義の内容を

多くの⽅々に知ってもらうため，

担当科目についての講義の「ツボ」

を毎週追加していく 

・毎週の講義内容をアップするタスク

を追加し，活動を⾏った 

・チェック⽇のスケジュールを追加し

た 

・タスクを実施していない⼈に伝⾔を

送信した 

ネコの⼿ OJT 鈴⽊研究室の作業依頼を⾏う ・伝⾔機能を用い，バイトをやりたい

⼈を募った 

ソフトウェア演習 B  ・スケジュールの追加 

・⽇程変更の伝⾔の送信 

情報システム演習 A  ・ゼミのスケジュールを追加した 

情報システム演習 C  ・ゼミのスケジュールを追加した 

情報システムゼミ B  ・卒論に関するお知らせの伝⾔を送信

した 

・ゼミのスケジュールを追加した 

・卒論要旨提出のタスクを使用した 

個⼈  ・個⼈スケジュールを追加した 

・プロジェクトのスケジュールと重複

があった場合の出⽋確認を⾏った 

・個⼈タスクを追加して，タスクを実

施した 

・各自の個⼈的な伝⾔を使用した 
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①①①①ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーでのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 ランチョンセミナーでは，その週に開催されるセミナーに関する仕事（発表者への調査，ポス

ター作成，会場準備）を D さんがタスクとして登録し，活動管理を⾏っていた(図 5-1)． 

 

図図図図    5555----1111 ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーののののタスクタスクタスクタスク    

  

ランチョンセミナープロジェクトは 7 名によって構成され，発表者との連絡を B さん，サイトの

更新を D さんが⾏い，ポスター作成を E さんが⾏った．以上の 3 名は，ランチョンセミナーが⾏

われる以前の仕事を受け持っており，すでにタスクをクリアしている．会場の設営は，残りの 4

名が⾏うこととなっていた． 

 その結果，ランチョンセミナーは本システムを利用して役割分担やタスクの進捗管理が⾏われ，

通常通り開催された． 
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②②②②講義講義講義講義ののののツボツボツボツボでのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 講義のツボでは毎週の講義内容をアップするという仕事を H さんがタスクとして登録し，活動

管理を⾏っていた(図 5-2)．また，タスクの消化状況のチェック⽇を H さんがスケジュールとして

登録し，実施していた(図 5-3)．タスクを実施していない⼈には，伝⾔機能を用い，３⼈に警告を

送信していた(図 5-4)．警告を受けたメンバーは返信を⾏い，タスクを⾏った． 

 図 5-2 の段階では 2 ⼈しかタスクを完了できていないが，このプロジェクトは，システム導⼊

以前からこのような状況だったので，全員が与えられたタスクをチェックし，自分のタスクを把

握するという点においては，ある程度本システムで⽀援ができていたと考えられる． 

 

図図図図    5555----2222 講義講義講義講義ののののツボツボツボツボののののタスクタスクタスクタスク    
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図図図図    5555----3333 講義講義講義講義ののののツボツボツボツボののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 

図図図図    5555----4444 講義講義講義講義ののののツボツボツボツボのののの伝⾔伝⾔伝⾔伝⾔のやりのやりのやりのやり取取取取りりりり    
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③③③③ネコネコネコネコのののの⼿⼿⼿⼿ OJTOJTOJTOJT でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 ネコの⼿ OJT では，伝⾔機能を用い，アルバイトをしたい⼈を募っていた．また，伝⾔の返信

機能も活用されており，⼈数の把握に役⽴った．この際の伝⾔機能の利用率は非常に⾼かった． 

 

 

④④④④ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア演習演習演習演習 BBBB でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 ソフトウェア演習 C では，ゼミのスケジュールの登録が⾏われ，活動が⾏われていた．⽇程が

変更されるといったトラブルが起こったが，的確にスケジュールの変更が⾏われ，伝⾔機能によ

って連絡が⾏われていた． 

 

 

⑤⑤⑤⑤情報情報情報情報システムシステムシステムシステム演習演習演習演習 AAAA でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 情報システム演習 A では，スケジュールの登録が⾏われた． 

 

 

⑥⑥⑥⑥情報情報情報情報システムシステムシステムシステム演習演習演習演習 CCCC でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 情報システム演習 C では，スケジュールの登録が⾏われた． 

 

 

⑦⑦⑦⑦情報情報情報情報システムゼミシステムゼミシステムゼミシステムゼミ BBBB でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況    

    情報システムゼミ B では，スケジュールの登録が⾏われ，活動が⾏われていた．また，卒論の

要旨提出などのタスクが追加され，参加メンバーがタスクを⾏っていた．    

 また，伝⾔機能を用い，卒論に関する連絡が⾏われていた． 
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⑧⑧⑧⑧各個⼈各個⼈各個⼈各個⼈のののの使用状況使用状況使用状況使用状況    

 各個⼈は，それぞれ存在するスケジュール（講義，バイト，ミーティング，就職活動）を登録

し，利用していた．ここでは，プロジェクト以外の個⼈使用結果について分析する．よって，プ

ロジェクトで⾏われたデータは除外している． 

 ログデータから，個⼈それぞれが追加した個⼈的なスケジュール件数の合計は 221 件であり，

⼀⼈あたり平均 6.3 件の個⼈スケジュールを追加したことがわかった．しかしながら，標準偏差

11.7，最大値 65 件，最⼩値 0 件と，かなりの偏りが⽣じた(図 5-5)．65 件登録した⼈は，⼀つ⼀

つの講義や，アルバイトを細かく登録していた． 
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図図図図    5555----5555    個⼈個⼈個⼈個⼈スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの登録数登録数登録数登録数    

 

 タスクに関しても，それぞれに存在するタスク（講義のレポート，メールの期限など）を登録

し，タスクリストをチェックしながら作業を⾏っていた． 

 個⼈それぞれが追加したタスク件数の合計は 61 件であり，⼀⼈あたり平均 1.7 件の個⼈タスク

を追加したことがわかった．これに関しても，標準偏差 3.4，最大値 14 件，最⼩値 0 件とかなり

の偏りがあった(図 5-6)．最も登録した⼈は 14 件の登録を⾏っていたが，就職活動，レポートな

どを細かく登録していた． 
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図図図図    5555----6666    個⼈個⼈個⼈個⼈タスクタスクタスクタスクのののの登録数登録数登録数登録数    
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 伝⾔機能に関しても，ゼミ合宿の幹事になった⼈物が会場案内などを，伝⾔の未読／既読確認

機能を効果的に用いて利用していた． 

 個⼈それぞれが送信した伝⾔件数の合計は 539 件（⼀⻫送信を全てカウントする）であり，⼀

⼈あたり平均 15.4 件の伝⾔を送信したことがわかった．伝⾔機能に関しては，公的な連絡だけで

なく，「本を探しています」といったものなど，個⼈的な利用も多く⾒られた．伝⾔機能に関して

も，標準偏差 39.6，最大値 212，最⼩値 0 という偏った結果が得られた(図 5-7)．最も送信した

⼈は 212 件という大量の伝⾔を送信していたが，その内容は，ゼミ合宿の会場，会費のお知らせ

などを⾏っていた． 
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図図図図    5555----7777 個⼈個⼈個⼈個⼈のののの伝⾔送信数伝⾔送信数伝⾔送信数伝⾔送信数    

 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 結論結論結論結論    

 今回の運用で，ランチョンセミナーでは，本システムを用いて役割分担と連絡が⾏われ，通常

通り開催することができた．また，講義のツボにおいても，タスクの追加によってメンバーそれ

ぞれに連絡を⾏うことができ，ミーティングのスケジューリングも⾏っていた．怠慢に対しては

伝⾔機能による警告も⾏っていた． 

 これらのことから，各プロジェクトの運営の⽀援に関しては，役割分担，連絡，スケジューリ

ングに関して本システムが有効的に活用されたことがわかった． 

 個⼈での利用については，個⼈それぞれの利用頻度には大きなばらつきがあったが，⼀部の協

⼒者は本システムの機能を活用し，個⼈でも⼗分に使えることを証明した． 

 以上のことから，本システムは研究室のプロジェクト活動並びに個⼈活動に対する⽀援を⾏う

ことが可能であることが⽰唆された． 
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第第第第6666章章章章    評価評価評価評価    
第第第第1111節節節節    ユーザビリティユーザビリティユーザビリティユーザビリティ評価評価評価評価    
6.1.16.1.16.1.16.1.1 ユーザビリティユーザビリティユーザビリティユーザビリティ評価評価評価評価のののの目的目的目的目的    

 本研究で開発したシステムの操作性や視認性について，直感的に操作しやすいインタフェース

か，表⽰の⽅法は理解しやすいかどうかを判断してもらうことを目的とした． 

 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 評価評価評価評価のののの⽅法⽅法⽅法⽅法    

 本運用終了後に本システムのユーザである，プロジェクトリーダーとプロジェクトメンバーの

両⾯から，5 段階評価による選択式 11 項目と自由記述式 10 項目でアンケートに回答してもらっ

た（資料２：ユーザビリティ評価アンケート）．気になる回答に対してはインタビューを⾏った． 

 

6.1.36.1.36.1.36.1.3 アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果とととと考察考察考察考察    

 選択項目の質問と平均点を表 6-1 に⽰す．評価者 B，F，G がプロジェクトリーダーであり，そ

の他はプロジェクトメンバーである．5 段階評価による質問項目の結果では，「重複スケジュール

に関しての処理，出席確認はスムーズに⾏えた」において 4.3 という低い結果が得られた．理由

を後にインタビューしたところ，その機能を使う機会が少なかったことが得点の低い原因だと判

明した．その他の項目については，4.5 以上という⾼い平均点を獲得することができた． 

 

表表表表    6666----1111    5555 段階評価段階評価段階評価段階評価によるによるによるによる選択式項目選択式項目選択式項目選択式項目とととと平均点平均点平均点平均点    

 Ａ B C D E F G H I J 平均 

スケジュールの閲覧はスムーズに⾏えた 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

スケジュールの追加・編集・削除はスムーズに⾏えた 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4.8 

重複スケジュールに対しての処理，出⽋確認はスムーズ
に⾏えた 

5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 4.3 

タスクの閲覧はスムーズに⾏えた 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4.8 

タスクの追加・編集・削除はスムーズに⾏えた 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4.6 

タスクのクリア申請・クリア承認・活動終了処理はスム
ーズに⾏えた 

5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 4.5 

伝⾔の閲覧はスムーズに⾏えた 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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伝⾔の送信・返信はスムーズに⾏えた 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9 

スケジュールとタスクの違いがわかった 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 4.5 

各ページの右のボックス群について，それぞれ何を表⽰
しているのか把握できた 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

何をするためのシステムかわかった 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4.7 

 

自由記述項目と改善点については，以下の通りである． 

 

（（（（１１１１））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを管理管理管理管理するするするする中中中中でででで，，，，スムーズスムーズスムーズスムーズにににに⾏⾏⾏⾏えなかったえなかったえなかったえなかった箇所箇所箇所箇所があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 表⽰に時間がかかるときがあった． 

・ ⻑期スケジュールの追加時，⽇付がわから

なかった． 

・ 登録後，毎回今⽉のカレンダーに戻される

のが気になった． 

・ 登録時，スケジュール終了⽇の曜⽇がわか

らない． 

・ アイコンの意味を理解するのに時間がかか

った．マウスが乗ると説明が出ればよかっ

た． 

    

・ スケジュールが多くなるとカレンダーが縦

に伸びるのが気になった． 

    

 この項目においては，まず，「表⽰に時間がかかるときがあった」という意⾒が挙げられた．こ

れに関しては，DB アクセス時間が原因であったので，できるだけ少ない DB アクセスで処理でき

るよう改善を⾏った． 

 「⻑期スケジュールの追加時，⽇付がわからなかった」，「登録時，スケジュール終了⽇の曜⽇

がわからない」という意⾒については，⽇付⼊⼒欄にカレンダー⽅式の⼊⼒ツールを採用し，改

善した． 

 「登録後，毎回今⽉のカレンダーに戻されるのが気になった」という意⾒に関しては，最後に

⾒ていたカレンダーに戻るように改善した． 

 「アイコンの意味を理解するのに時間がかかった．マウスが乗ると説明が出ればよかった」と
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いう意⾒に関しては，マウスが乗ったときに説明が出るように改善した． 

 

 改善に採用しなかった意⾒は，「スケジュールが多くなるとカレンダーが縦に伸びるのが気にな

った」という意⾒で，⼀つしか意⾒が出ず，他の利用者は特に気にならないということだったの

で改善は⾏わなかった． 

 

（（（（２２２２））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを管理管理管理管理するするするする中中中中であったほうがであったほうがであったほうがであったほうが良良良良いいいい機能機能機能機能，，，，いらないいらないいらないいらない機能機能機能機能があればがあればがあればがあれば教教教教えてくだえてくだえてくだえてくだ

さいさいさいさい．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 当⽇にならないとスケジュールが表⽰され

ないので，何⽇か前に表⽰して欲しい 

・ スケジュールを追加した時に，自分が出席

するメンバーに自動的に登録されたほうが

良い． 

・ 時間の設定のところで，分は 1 分刻みでは

なく，10 分ぐらいでいいのではないか？ 

 「当⽇にならないとスケジュールが表⽰されないので，何⽇か前に表⽰して欲しい」という意

⾒が挙げられた．これは，カレンダーを表⽰することで解決した． 

 

 「スケジュールを追加した時に，自分が出席するメンバーに自動的に登録されたほうが良い」

という意⾒に関しては，特に必要性を感じなかったので改善しなかった． 

 「時間の設定のところで，分は 1 分刻みではなく，10 分ぐらいでいいのではないか？」という

意⾒に関しては，電⾞時刻等を⼊⼒する用途が考えられたため改善に採用しなかった． 

 

 

（（（（３３３３））））スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを管理管理管理管理するするするする中中中中でででで，，，，このようなこのようなこのようなこのような表⽰表⽰表⽰表⽰があったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいという箇箇箇箇所所所所があればがあればがあればがあれば

教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 優先度がわかるようにして欲しい 

・ その⽇のスケジュールを時間順に表⽰して

欲しい 
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「優先度がわかるようにして欲しい」という意⾒に関しては，マウスカーソルが重なった際にポ

ップアップで表⽰するよう改善した． 

 「その⽇のスケジュールを時間順に表⽰して欲しい」という意⾒に関しては，時間順に表⽰す

るよう改善した． 

 

 

（（（（４４４４））））タスクタスクタスクタスクをををを管理管理管理管理するするするする中中中中でででで，，，，スムーズスムーズスムーズスムーズにににに⾏⾏⾏⾏えなかったえなかったえなかったえなかった箇所箇所箇所箇所があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 管理するタスクを削除するときに，タスク

名をクリックして⼀つ画⾯を移動しなけれ

ばいけない． 

・ タスクのクリア⽅法がわかりづらかった． 

・ クリア申請の意味がわかりづらかった． 

・ 最初，用語やタスクの意味がわからなくて

⼾惑った． 

 「管理するタスクを削除するときに，タスク名をクリックして⼀つ画⾯を移動しなければいけ

ない」という意⾒に関しては，クリック数を減らして対処した． 

 「タスクのクリア⽅法がわかりづらかった」という意⾒に関しては，わかりやすい表⽰にする

ことで改善した． 

    

 「クリア申請の意味がわかりづらかった」，「最初，用語やタスクの意味がわからなくて⼾惑っ

た」という意⾒に関しては，慣れれば問題なく操作できるということで改善を⾏わなかった． 

 

 

 

（（（（５５５５））））タスクタスクタスクタスクをををを管理管理管理管理するするするする中中中中であったほうがであったほうがであったほうがであったほうが良良良良いいいい機能機能機能機能，，，，いらないいらないいらないいらない機能機能機能機能があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ タスクの期限の設定で，毎週何曜⽇，毎⽉

末などを設定できるとよい    

・ タスクの編集でタスク名も編集できればよ

かった 

 「タスクの期限の設定で，毎週何曜⽇，毎⽉末などを設定できるとよい」という意⾒に関して

は，毎週何曜⽇という設定は採用し，改善を⾏った．毎⽉末などは，必要性を感じなかったため，

改善に採用しなかった． 
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 「タスクの編集でタスク名も編集できればよかった」という意⾒に関しては，必要性を感じな

かったので改善を⾏わなかった． 

 

 

    

    

（（（（６６６６））））タスクタスクタスクタスクをををを管理管理管理管理するするするする中中中中でででで，，，，このようなこのようなこのようなこのような表⽰表⽰表⽰表⽰があったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいという箇所箇所箇所箇所があればがあればがあればがあれば教教教教えてえてえてえて

くださいくださいくださいください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 「管理中のタスク」画⾯で，メンバーがは

じめから表⽰されると⻑くなるので，ダイ

ジェスト表⽰ができるといい． 

・ 右上のマイタスクに，プロジェクトのタス

クと個⼈タスクがまとめて出るので区別が

つかない． 

・ スケジュールのカレンダーにタスクの期限

が表⽰されたほうがよい 

・ 期限が切れたらまたは期限が近づいたら⼀

定期間強制表⽰ 

    

 「管理中のタスク画⾯で，メンバーがはじめから表⽰されると⻑くなるので，ダイジェスト表

⽰ができるといい」という意⾒に関しては，javascript を用いて，表⽰／非表⽰を切り替えられ

るようにした． 

 「右上のマイタスクに，プロジェクトのタスクと個⼈タスクがまとめて出るので区別がつかな

い」という意⾒に関しては，タスク名にプロジェクト名を付加することにより区別がつきやすく

改善した． 

 「スケジュールのカレンダーにタスクの期限が表⽰されたほうがよい」という意⾒に関しては，

カレンダーに表⽰することとした． 

 

 「期限が切れたらまたは期限が近づいたら⼀定期間強制表⽰」という意⾒に関しては，現状で

その仕様となっているので改善を⾏わなかった． 
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（（（（７７７７））））伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能においてにおいてにおいてにおいて，，，，スムーズスムーズスムーズスムーズにににに⾏⾏⾏⾏えなかったえなかったえなかったえなかった箇所箇所箇所箇所があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

    ・ 次の伝⾔を⾒るのに１度⼀覧に戻らなけれ

ばならない 

「次の伝⾔を⾒るのに１度⼀覧に戻らなければならない」という意⾒に関しては，必要性を感じ

なかったのでそのままとした． 

 

 

（（（（８８８８））））伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能においてにおいてにおいてにおいて，，，，あったほうがあったほうがあったほうがあったほうが良良良良いいいい機能機能機能機能，，，，いらないいらないいらないいらない機能機能機能機能があればがあればがあればがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ 伝⾔を 10 件表⽰とかにして欲しい 

・ 返信要求ありのとき，返信済み伝⾔と未返

信伝⾔を分けて表⽰して欲しい 

・ ⼀⻫送信の場合は，送信履歴に１つとして

表⽰して欲しい 

・ 伝⾔の並べ替え機能 

・ 伝⾔の削除 

・ 全部返信できるようにして欲しい 

・ プロジェクトと個⼈のメッセージの区別が

つくようにして欲しい 

・ 伝⾔の検索 

・ 伝⾔の重要度の設定とそれに伴った表⽰ 

 「伝⾔を 10 件表⽰とかにして欲しい」という意⾒に関しては，15 件表⽰にすることとし，改

善を⾏った． 

 「返信要求ありのとき，返信済み伝⾔と未返信伝⾔を分けて表⽰して欲しい」という意⾒に関

しては，伝⾔の⾊を変えるなどの改善を⾏った． 

 「⼀⻫送信の場合は，送信履歴に１つとして表⽰して欲しい」という意⾒に関しては，送信履

歴を 1 つにまとめることした． 

 「伝⾔の並べ替え機能」に関しては，各項目ごとにソート可能にした． 

 「伝⾔の削除」に関しては，ゴミ箱として，もうひとつ BOX を用意し，削除を⾏えるようにし

た． 

 「全部返信できるようにして欲しい」に関しては，それぞれ，⼈の名前にリンクを張り，返信
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できるようにした． 

 「プロジェクトと個⼈のメッセージの区別がつくようにして欲しい」に関しては，伝⾔名にプ

ロジェクト名を付加することで改善した． 

 

「伝⾔の検索」，「伝⾔の重要度の設定とそれに伴った表⽰」に関しては，特に重要性を感じなか

ったので，改善を⾏わなかった． 

    

    

（（（（９９９９））））伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能伝⾔機能においてにおいてにおいてにおいて，，，，このようなこのようなこのようなこのような表⽰表⽰表⽰表⽰があったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいというがあったほうがいいという箇所箇所箇所箇所があればがあればがあればがあれば教教教教えてくだえてくだえてくだえてくだ

さいさいさいさい．．．．    

 この項目では意⾒は挙げられなかった． 

    

（（（（１０１０１０１０））））全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして提案提案提案提案などございましたらなどございましたらなどございましたらなどございましたら教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください．．．．    

改善改善改善改善にににに採用採用採用採用したしたしたした意⾒意⾒意⾒意⾒    改善改善改善改善にににに採用採用採用採用しなかったしなかったしなかったしなかった意⾒意⾒意⾒意⾒    

・ ロゴマーククリックでトップに戻りたい 

・ トップページの最新情報のところが⻑くな

ってしまうので，３件ずつなどにして欲し

い 

・ ファイルのアップロード機能が欲しい 

・ プロジェクトをユーザが作れるようにして

欲しい 

・ 画⾯デザインカスタマイズ機能があれば楽

しそう 

 「ロゴマーククリックでトップに戻りたい」という意⾒に関しては，必要性を感じたので改善

を⾏った． 

 「トップページの最新情報のところが⻑くなってしまうので，３件ずつなどにして欲しい」と

いう意⾒に関しては，最新の 3 件表⽰とした． 

 

 「ファイルのアップロード機能が欲しい」，「画⾯デザインカスタマイズ機能があれば楽しそう」

に関しては，特に必要性を感じなかったため，改善を⾏わなかった． 

 「プロジェクトをユーザが作れるようにして欲しい」に関しては，今後，必要になるかもしれ

ないが，今回のコンセプトとは違う物になる恐れがあるので改善を⾏わなかった． 
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第第第第2222節節節節    有用性有用性有用性有用性のののの調査調査調査調査    
 調査は，本運用中に頻繁に利用した（1 ⽇ 2 回以上）⼈ 3 名とあまり利用しなかった（周１

回以下）⼈ 3 名にインタビュー形式で実施した． 

 

 まず，あまり利用しなかった⼈３名に利用しなかった理由を聞いたところ， 

「「「「プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに参加参加参加参加しておらずしておらずしておらずしておらず，，，，利用利用利用利用するするするする必要必要必要必要がなかったがなかったがなかったがなかった」」」」（２名）    

「「「「運用時期運用時期運用時期運用時期ににににスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールがほとんどがほとんどがほとんどがほとんど存在存在存在存在しなかったしなかったしなかったしなかった」」」」（１名）    

という結果が得られた． 

 このことから，利用しなかった要因は，本システムの有用性や操作性ではなく，ユーザの置

かれた環境にあると考えられる． 

 

 次に，6 ⼈全員に実際に研究室に導⼊した場合に有用性があると思うかどうかを質問したと

ころ， 

「「「「毎⽇⾒毎⽇⾒毎⽇⾒毎⽇⾒るのがるのがるのがるのが苦苦苦苦にならずにならずにならずにならず，，，，習慣化習慣化習慣化習慣化しやすいしやすいしやすいしやすいシステムシステムシステムシステムだだだだったったったった」」」」（２名）    

「「「「旧旧旧旧システムシステムシステムシステムとととと⽐⽐⽐⽐べべべべ完成度完成度完成度完成度がががが⾼⾼⾼⾼くくくく，，，，実用可能実用可能実用可能実用可能だとだとだとだと思思思思うううう」」」」（１名）    

「「「「全員全員全員全員がががが毎⽇毎⽇毎⽇毎⽇チェックチェックチェックチェックするするするする習慣習慣習慣習慣さえできればさえできればさえできればさえできれば便利便利便利便利だとだとだとだと思思思思うううう」」」」（３名） 

という回答が得られた． 

 このことから，６⼈全員が，有用性や操作性に満⾜しており，全員に利用する意欲があるとい

うことがわかる． 

 

第第第第3333節節節節    結論結論結論結論    
 ユーザビリティに関してはアンケートの結果，⾼い平均点を獲得することができ，自由記述項

目で出された意⾒を参考にして改善を⾏ったため，本システムが，研究室での運用を⾏う上で機

能的，操作的に満⾜なシステムであることが⽰唆された 

 また，有用性の調査の結果，本システムは研究室のプロジェクト活動をするにあたって有用で

あることが⽰唆された． 

 しかしながら，さらに有用性を⾼めるためには研究室のメンバー全員の意欲的な継続利用が必

要不可⽋であることも認識した． 

 今後は，⻑期的な運用を⾏い，利用を習慣化した上で今回の運用で発⾒することができなかっ

た改善点を発⾒し，改善する必要がある． 
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第第第第7777章章章章    おわりにおわりにおわりにおわりに    
    本研究では，非同期分散型の活動を⽀援する研究室向けグループウェアの改善として，データ

構造と，処理の⾒直しを⾏い，運用を⾏った．運用および評価の結果，本システムは研究室のプ

ロジェクト活動をするにあたって有用であることがわかった． 

 今後，⻑期的に運用することで，今回発⾒できなかった課題の発⽣が予測される．その例とし

て既存のシステムとの RSS を利用したタスク管理の連携や，エージェントによるスケジュール調

整機能（⽊下ら 2003）などが考えられる． 

 最後に，本システムが研究室の様々な活動に役⽴ち，⻑期に渡って利用されることを期待する． 
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