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効果的なプロトタイピングとは変なタイトルである：効果的でないプロトタイピ

ングを目指す人などはいないであろう。

現実には我々は皆，効果的なプロトタイプを心掛けている。皆，自分のプロトタ

イプは効果的であると思いたがり，自分はプロトタイピングについて優れた理解を

もっていると考えたがる。しかし，今までプロトタイピングについての本が出され

ていないことからしてもそれは真実ではない。事実，ほとんどのプロトタイプは，

「帯に短し襷に長し」のことが多く，十分役に立っていない。効果的なプロトタイ

プは，あなたのプロトタイプが的を射ることを保証する。

�����
���

いきすぎたプロトタイプは，ソフトウェア開発プロセスのあまりにも早い時期

に，適切とはいえない高い忠実度を実現してみせてうわべだけで観衆をうならせよ

うとする。それは強い印象を与えるかもしれないが，早まった設計判断をもたらす

ことが多く，したがって自らを窮地に追いやる羽目になりかねない。通常，開発の

早期においてどの程度詳細であるべきかがわからないままに，できるだけ詳細にし

ようと努めることは墓穴を掘る結果になることが多い。早期に設計が決まってしま

えば，もはやそのことを既定の事実としてソフトウェアをさらに考えてより良いも

のに発展させる機会は非常に限定されることになる。
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あるべき姿を達成できていない未熟なプロトタイプは本当に曖昧であることか

ら，プロトタイプを見る人々を失望させ，足りないところを口頭による説明で埋め

るためにプレゼンテーションをする人に危険ともいえる最大限の自由度を与えるこ

とになる。何が詳細であるべきかわからなければ，プロトタイプが表現すべきもの

についての理解が共有されない危険な状況が生まれる。未熟なプロトタイプは具体

的であるべき点を曖昧なままにする。そのために足りないところはそれを見る人々

の判断にゆだねてしまう危険をはらむ。


�������	�
いきすぎたプロトタイプであれば，プロセスの早期に早すぎる判断を許しそこで

議論を終わらせてしまう。それらの妥当とされた判断は，異なった利害関係者に

とっては意に反して混乱を招くものとなる。対照的に，目指すことを達成できてい

ない未熟なプロトタイプは，次の設計段階に多くの情報をもたらすことができな

い。効果的なプロトタイプは，ソフトウェア製品あるいはサービスについての現在

の理解の状況を正確に表現するために，概念的と体験的なプロトタイピングを正し

くバランスさせる。

効果的なプロトタイピングは，学習可能な反復できるプロセスで，プロトタイピ

ングアプローチは組織の現在のニーズだけでなく要求についての現状の効果的な分

析に依存する。効果的なプロトタイピングは，ニーズに適切に対応したプロトタイ

ピングツール，手法，およびプロセスを用いる。プロトタイピングを成功させるに

は，プロトタイパーは，プロトタイピングに含まれるすべての変動要因について長

所も短所も併せて理解しなければならない。効果的なプロトタイプは，プロトタイ

プの対象者が曖昧さや詳細すぎる側面に目を奪われることなくアイデアを正しく理

解できるように仕向けなくてはならない。

だれでも効果的なプロトタイパーになれるし，だれでも既に使い方を知っている

ソフトウェアツールを利用することができる。
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自分にプロトタイプができるだろうか？ もちろんできる。目標とソフトウェア

開発プロセスにおける現在の段階を理解している限りだれでもプロトタイプはでき

る。

自分が既に知っている（あるいはすぐに使える）ツールを用いてプロトタイプが

できるだろうか？ 答えは“Yes”である。成功するプロトタイプの作成には，以

下のようなほとんどのツールが利用できる。

� 紙あるいはメモ用紙
� プレゼンテーションツール
� ワープロやスプレッドシートのような日常用いているソフトウェア
� ビデオソフトウェア
� プログラミングソフトウェア

ソフトウェア開発プロセスにプロトタイプを組み込んでいなくても容易にプロト

タイプできるだろうか？ もちろんできる。プロトタイピングは，ソフトウェア設

計プロセスのいかなる段階にも組み込むことができ，さまざまな目的で複数の段階

でも行うことができる。プロトタイピングを始めるのに遅すぎるということはな

い。ソフトウェア開発プロセスのほとんどいかなる段階でも，何らかの形のプロト

タイプを忍び込ませることができる。小規模で，遅すぎると思える時点のプロトタ

イプでもないよりはましである。それによって製品をより良いものにできる。
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プロトタイプを効果的に行うために，グラフィックソフトウェアの経験が必要だ

ろうか？ とんでもない。グラフィックソフトウェアツールは，使うことのできる

多くのツールの 1つにすぎない。効果的にプロトタイピングするために，特別の

プロトタイピングツールが必要だろうか？ それも“No”である。手法にもよる

が，ほとんどのツールでプロトタイピングが可能である。もちろん，ワープロでも

よい。

効果的にプロトタイピングするためにデザイナー（あるいはアーティスト）であ

る必要があるだろうか？ とんでもない。すべてのプロトタイプがロゴや図を含ん

でいるわけではない。多くは，あなたの企業のWebサイトや何らかのライブラリ

から探してきて貼りつけるだけでよい。

プロトタイプを効果的に行うためには，開発者である必要があるだろうか？

プロトタイプについての疑問 ―その 2：否定的な答え

―
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プロトタイピングプロセスをソフトウェア開発の枠組みに組み込むには，多くの

コストや時間がかかるだろうか？ いずれも答えは“No”である。プロトタイピ

ングは，ソフトウェア開発プロセスのさまざまな段階において，さまざまなスタイ

ルで行うことができ，多くはコストがかからず，迅速に実現できる。

効果的なプロトタイピングには，プロトタイピングの特性，内容，手法，および

ツールの理解が必要である。本書ではそのことを明らかにする。
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迅速なソフトウェア開発を重視する現在の開発では，開発プロセス中でのプロト

タイプの利用が遅すぎることが多い。設計行為を遅らせることは，真に使える機能

に焦点をあてるよりも機能の豊富さを重視するというあまり好ましくない傾向に

よって生まれている。産業界はソフトウェア製作を強調するあまりに，ソフトウェ

ア製品やサービスの開発における概念および設計の視点の重要性を軽視している。

ソフトウェア工学および開発の書籍に比べてソフトウェア設計やユーザビリティに

関する書籍が非常に少ないことも，このことを如実に物語っているといえよう。本

書以前には，ソフトウェア開発の最も重要な活動であるプロトタイピングに注目し

た本は 1冊も出版されていなかった。

本書ではプロトタイピングの特性，手法，ツールについて述べ，ソフトウェア開

発プロセスのどこにプロトタイプを適合するべきかを説明する。ソフトウェア開発

において概念，設計，およびユーザビリティがより重視されることを切に願いたい。
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ソフトウェア開発という用語は，それが複数分野にまたがる協働的な特性をもっ

ているという点よりも，工学的な側面に重点を置いたものである。ソフトウェア開

発という言葉は，あたかも科学的な手法とプロセスを用いることによって具現化で

きる，ある理想的なソフトウェアの形態があらかじめ存在しているかのような印象

を与えている。

我々が多くの企業でよく見るプラクティスは，その技術的な特性から正しい工学

的な手法を守る限り，ソフトウェアは予測可能な成果を生むという仮説に基づいて

いることを示唆している。現実にはそれとは非常に異なるもので，作成されたコー

ドの大多数が日の目を見ていない。コードの無駄あるいは悪いソフトウェアは必ず

しも不適切な開発の結果というわけではなく，むしろ貧弱な計画あるいは不適切な

開発プロセスから生じている場合が多い。Bill Buxton（人間とコンピュータの相互
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作用の先駆的研究者の一人）は，成功するソフトウェア開発は純粋な工学というよ

りはむしろ映画の制作によく似たプロセスであると述べている。映画は，ウォータ

フォールプロセスではなく，当初の計画に基づく試行錯誤の反復によって作られ

る。台本や配役は映画制作が始まる前にほとんど確定している。映画制作が始まれ

ば台本と配役を中心にしてあくなき反復が行われ，毎日その結果がレビューされる

［Buxton, 2003］。我々は，プロトタイピングは映画製作における台本や配役と同じ

ような役割を果たすべきだと考えている。

ソフトウェア開発プロセスの一部として，プロトタイピングはもっと早期に頻繁

に行われるべきである。MITメディアラボの Michael Schrageによれば，プロトタ

イプは議論，革新や問題解決を促進する論争や意志決定を刺激する『共有の場』で

ある。それらがユーザビリティテストにおいて顧客やユーザからいかに貴重な

フィードバックを引き出せるかを正しく評価すべきである［Schrage, 1999］。プロ

トタイプはまた，ソフトウェア開発に必要な多くの利害関係者からもフィードバッ

クを引き出す。実際，Schrageがプロトタイピングを顧客とコンサルタントが共有

する協働的なツールとして考えているように，それは組織内部のソフトウェア開発

チームにおいても非常に効果的である。本書は，読者と読者のチームをより効果的

なプロトタイパーにすることを目指して書かれたものである。

���������	
ソフトウェア工学においては，ウォータフォールの手法は，ソフトウェア開発

プロジェクトの管理に最も広く用いられている手法の 1つである。ウォータ

フォールのプロジェクトはフェーズに分解される。

図 2に示すように，ソフトウェアはフェーズからフェーズへと次々に引き継が

れていく。この手法は成果が予想できるので最も管理しやすいものの 1つと考え

られている。このプロセスについての重要な誤りは，フェーズが終わったときに

はそのフェーズは完全に完了したものとしているところにある。しかしながら現

実には，設計に入ったからといって分析が終わるわけではない。コーディングが

始まっても設計は終わりにならない。図 3に示すように Ensorのウォータフォー

ルプロセスに反復を持ち込もうとする試みも，時間は戻せないために失敗する運

命にあった。例えば，ビルドフェーズで新しいビジネス要求が生まれれば，その

前のすべての段階を繰り返さなければならない：このことは効率的でもなけれ

ば，現実的でもない。さらには，チームとしてそのような前段階の繰返しを省略

するような非公式のプロセスの事例も見られている。

ソフトウェアは単に開発されるのではなく，創造される

―
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ビジネス要求

機能要求

設計

技術要求

品質保証

リリース

ビジネス要求

機能要求

設計

技術要求

品質保証

リリース

古典的なウォータフォール手法

図 1 ウォータフォールの水は滝壺に流れ落ち，逆戻りすることはない

図 2 多くのソフトウェア開発者が用いているウォータフォールのフェーズ
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戦略

分析

設計

テスト

ビルド

移行

運用
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ソフトウェア開発は，分野横断的なプロセスとしてではなく，あまりにもしばし

ば工学的なプロセスとみなされてきた。もちろん工学が不要というわけではなく，

技術者や開発者はソフトウェア開発に必要不可欠な仲間でありパートナーである。

しかし，彼らだけがこの複雑なソフトウェア開発プロセスのパートナーではない。

製品管理者，ビジョン創造者，マーケティングスタッフ，機能アナリスト，セール

ス，グラフィックデザイナー，ユーザ研究者，相互作用設計者等々，多くの人々と

その専門分野が協働的にかかわる。効果的なプロトタイピングは，開発をなくすの

ではなく，ソフトウェア開発の創造的な視野を広げることを目指すものである。さ

らに，あらゆるソフトウェア開発資源と同じようにプロトタイプ作成のための資源

も貴重であって，効果的に用いられなければならない。多くの研究的な試みを早い

時点で行えば，開発時間もコストもより有効に用いることができ，前述のように創

造的ソフトウェア開発の幅を広げながら同時に後の段階に至ってからの高価な手戻

りを減らすことができる。

筆者らは新しい言い方として Bill Buxtonの映画制作との比喩に似せてソフト

図 3 〔Ensor 1997〕におけるウォータフォール手法：
反復的にする試み（残念ながら時間は戻せないが）

ソフトウェア開発とソフトウェア開発者――ソフトウェア創造のモデル

―
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ウェア制作者という用語を用いたい（訳者注）。本書は，ソフトウェアを概念化し，創

造し，作成するソフトウェア制作者のための書である。ソフトウェア制作者という

用語は，以下に示すようなソフトウェア開発プロセスにおいて協働するさまざまな

分野の人々を指している。

見てのとおりリストは非常に長いが，これらの利害関係者がプロトタイプのプロ

セスに寄与し，ソフトウェアの設計を向上させることができる。本書は主としてソ

フトウェア開発者を対象とするものであるが，ユーザインタフェースやソフトウェ

ア設計の教育者や学生にも役に立つであろう。実務を旨とする本書では学問的な厳

密さは保証しないが，最善のプロトタイピングプラクティスと設計プラクティスに

基づいている。そこには，ソフトウェア開発における我々の経験だけでなく本書を

書くにあたってインタビューした多くのトップデザイナーからの寄与も含まれてい

る。

また，本書はプラットフォームとは独立した内容を目指していることを付け加え

たい。本書に示された技法やツールはWeb，デスクトップ，ハンドヘルドのソフ

トウェアの開発にも同じように適切なものである。

（訳者注）：筆者の期待とは別に我が国ではソフトウェア「開発者」のほうが一般的と思われるので，翻訳

の本文では，通常のソフトウェア設計およびソフトウェア製作の文脈ではあえて「開発者」を多用し

た。ただし，プロトタイピングの文脈の下で映画製作とイメージが重なりやすい部分では「制作者」を

用いた。

本書の対象読者の例
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本書は幅広い読者を対象にしているために，事前の知識については何も想定して

いない。したがって，プロトタイピングを幅広くカバーしようとしているが，ユー

ザがソフトウェア開発について幅広い経験をもっていることは想定していない。同

様に，独立に用いられうるような本を目指しているので，冗長となることを承知の

うえで一部の読者にのみ必要な指針やヒントも含めた。またソフトウェア開発の技

術分野は非常に幅広いので，節の中にはある読者にとっては非常に基本的と思われ

るようなものも含めた。願わくばそれらがわかりやすく表示されていて，必要とし

ない読者にとって煩わしいものとならずに（例えば，第 10章HCI指針の節は，HCI

の専門家にとっては初歩的な内容であろうが），それ以外の技術者にとっては，ま

たグラフィックデザイナーにとっては十分に役立つものであってほしい。

� 1�	
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プロトタイピング手法の用い方について示す。既にプロトタイプの経験があるの

であればこの章は飛ばしてもよいが，プロトタイピングの重要性について他者を納

得させようとする場合の手軽な参考資料として用いることができるであろう。第 1

章では，プロトタイピングの有力な実務家に焦点をあて，歴史的視点についても簡

単に触れる。

� 2�13�	���
�����������
本書のこの最初の部分では，図 4に示すようなプロトタイピングのプロセスに

焦点をあてる。第 2章では全体プロセスの概観，第 3～5章で計画フェーズの全体

像，第 6～8章では仕様化のステップをカバーする。第 9章と 10章では設計を，

また第 11～13章ではその結果について示す。

プロトタイプの経験が全くない読者にとっては，これらの章がプロトタイピング

を始めるにあたっての手軽な指針となるであろう。既にプロトタイピングについて

なじみのある読者にとっては，これらの章は読者のプロトタイピングのプラクティ

スについての見方を整理し拡げるのに役立つであろう。

� 14�22�	�������������
 !
これらの章では最も一般的なプロトタイピングの手法をカバーし，それらをい

つ，どのように，用いたらよいかを示す。できるだけ段階的なガイドを示そうとし

ているが，テンプレートとサンプルとなる文書についても触れる。

本書の構成

―
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本書の第 3部では，読者が既に持っているスキルに合ったプロトタイピングの

ツールを示そうとしている。既に Visioに詳しいのであれば直接その章から読むの

がよい。もし Acrobatを知っていればその章から始めるのもよいであろう。本書で

カバーしているツールは，オフィススーツのアプリケーション，Visio，Acrobatで

ある。

図 4 効果的プロトタイピングのフェーズと段階

xxx
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本書に加えて，本書の購入者は効果的なプロトタイピングのWebサイトにアク

セスすることができる。そこには本書に記したテンプレートやサンプルファイルが

含まれている。テンプレートやサンプルファイルは原形式のままで示されているの

で，読者はそれぞれのニーズに合わせて編集，変更して用いてほしい。Webサイ

トはまた本書にかかわる経験を共有するために，提案あるいは変更を提言するため

にも用いてもらえることを期待している。そこで関係者の議論が活発に行われ，効

果的なプロトタイピングに寄与できることを願っている（URLWebサイト：http://

www.effectiveprototyping.com/）。

このWebサイトにアクセスするためにはパスワードが必要である。パスワード

は booksite@effectiveprototyping.comに eメールを送ることで得られる。パスワー

ドは 48時間以内に送り返されるはずである。
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