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【論文要旨】
科学技術が発展し社会の中に浸透していく中で、双方をいかにして接続させるかが重要になってき
ている。技術情報伝達に関わる広範な活動を意味する「テクニカルコミュニケーション」(以下TC)に
本稿では注目し、その中でも特に製品の取扱説明書の分析を通して、企業が取扱説明書をどのように
扱っているのかを明らかにする。
第1章では、取扱説明書の分析の前段階として、取扱説明書を取り巻く状況がどのようになってい
るのかを明らかにするためにTCと銘打った日本における活動、専門教育現場からの就職状況の分析を
行った。
第2章では取扱説明書を取り巻く法令や規格の整理を行い、取扱説明書がどのような立ち位置にあ
るのかをまとめた。
第3章では具体的な取扱説明書の分析を行った。本稿の分析対象となる企業はNikkei225に属する企
業である。Nikkei225の36分類の中から製造系の企業を独自に抽出し、主に「自動車」「電気機器」
「精密機器」「機械」のカテゴリーに属する企業のデザイン部署の有無、取扱説明書の公開状況、公
開方法、取扱説明書の内容を分析した。これらの分析を通し、企業ごと、業界ごとにどのような傾向
があるのかをまとめた。
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序論
1.問題提起
科
 学技術が発展し社会の中に浸透していく中で、双方をいかにして接続させるかが重要になってき
ている。近年では、科学のおもしろさや科学技術（ぎじゅつ）をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考
え、意識を高めることを目指した活動である「サイエンスコミュニケーション」1、技術情報伝達に関
わる広範な活動を意味する2「テクニカルコミュニケーション」(以下TC)といったコミュニケーション
や、科学技術と社会の関係性について様々な領域から考える「科学技術社会論」といったような学問
領域が隆盛している。本稿では特に「TC」に注目する。ただしTCの扱う領域は多岐に渡るので、製
品に付属する取扱説明書を切り口として、取扱説明書を取り巻く現状がどのようになっているのか、
さらには企業がどのような取扱説明書を制作しているのか業界ごとの比較を通して明らかにする。TC
は特定の団体が提唱している概念なので、既存のものと差別化を図理、かつそれらの団体の肩を持た
なことを示すために、先行研究を通して本稿独自の定義を定めることにする。
本稿の分析対象となる企業はNikkei225に属する製造系の企業である。Nikkei225の分類である「自
動車」「電気機器」「精密機器」「機械」のカテゴリーに属する企業群を抽出した。これらの企業群
は取扱説明書のホームページ上での公開が進んでおり、容易に取扱説明書を入手することが可能で
あったので、本稿の分析対象とした。調査の詳しい経緯については第3章で触れることにする。

2.先行研究
論文執筆にあたり、「TC」に関連する先行研究をあげる。TCそのものと、これに内包される「取
扱説明書」の領域においてどのような研究が行われており、研究余地の有無について整理する。

2-1.TC(テクニカルコミュニケーション)
T
 Cの先行研究を、「理論/定義」「実践」「教育」の3つに分類して整理していく。また本稿におけ
るTCの定義についても、先行研究と照らし合わせながら触れる。

2-1-1.TCの定義
そもそもTCの研究がどれくらい行われているのか実際に見る。TCの先行研究、書籍はそこまで数
が多くない。代表的な論文検索エンジンにおける「TC」で検索した際の、結果件数を以下に表1とし
てまとめる。またこれに関連する用語である「サイエンスコミュニケーション」、「ビジュアルコ
ミュニケーション」を比較として同様に表記し、JapanKnowledge Lib(辞書サービス)でそれぞれの用
語を検索した結果についても表記する。
表1 各用語で検索した際の結果件数(日本語)(2021/01/04時点)
検索名/検索エンジン名

cinii

J-STAGE

Google scholar

IEEE Xplore®Digital Library

辞書の
記載

テクニカル
コミュニケーション
(TC)

89件

46件

約 3,740 件

47,332件
(technical communicationと検索)

なし

サイエンス
コミュニケーション

633件

267件

約 16,500 件

248,436件
(science communicationと検索)

あり

ビジュアル
コミュニケーション

187件

84件

約 5,050 件

23,042件
(visual communicationと検索)

あり

それぞれの検索エンジンで著者が調査し、その結果をもとに作成。

文部科学省、「サイエンスコミュニケーションとは？」
https://www.mext.go.jp/kids/find/kagaku/mext_0005.html(2020年12月14日閲覧)
2
STC 東京支部、「STCとは」
http://www.stc-tokyo.org/01_about_stc/ (2020年12月29日閲覧)
1

4

この結果が全てというわけではないが、表から「TC」はまだまだ社会に浸透している用語ではない
ということが考察される。特に日本での認知度の低さを読み取ることも可能である。しかしTCという
概念は既に存在していることに後から名前を付けただけに過ぎない。TCという概念が生まれたから、
技術の社会に対する伝達が始まったわけではない。技術を消費者に伝えることは一般的に行われるこ
とである。取り組んでいる内容としてはTCの領域に含まれているが、TCを意識していない企業や団
体も少なからずあるはずである。したがってここで整理した事項はあくまでTCを唱えている団体や個
人の考え方をまとめているに過ぎないということである。このような視点もあるということを示すた
めに事項を整理しただけであり、これらの団体の主義主張に賛同するわけではないことをここに明ら
かにしておく。辞書にも載っていないために一般的な定義が無い状況である。ここで先行研究におけ
る定義を確認し、本稿におけるTCの定義を検討したい。森口(2013)3ではTCを様々な団体、個人の見
解をもとに独自の定義を決めようとしている。雨宮(2010)4では、一般財団法人テクニカルコミュニ
ケーター協会の『日本語スタイルガイド』を基にTCの動向について整理している。近年の読み手は目
についた内容だけ読み、ほかの記述を読もうとしないということを挙げている。こ読み手の変化の背
景には、直感的なユーザーインターフェースの発展がある。この変化に対応するために「正確で論理
的であること」ではなく「わかりやすさ」がTCにおいて重視されるようになったと述べている。した
がってこれらの先行研究を参考にしながら本稿におけるTCの定義を決めたい。以下の表2はTCに関連
する団体や個人が定めているTCの定義である。
表2 各団体、個人のTCの定義
団体名/個人名

定義

Barnum & Carliner (1993)5

Technical communication is the process of translating what
an expert knows for an audience with a need to know.
(専門家が知っていることを聴衆に向けて
翻訳するプロセスのこと)

STC
(Society for Technical Communication)6

Technical communication is a broad field and includes any
form of communication that exhibits one or more of the
following characteristics:
(幅広い領域を扱い、
以下の特徴を一つでも含んでいる場合である)
1)Communicating about technical or specialized topics, such
as computer applications, medical procedures, or
environmental regulations
(コンピュータアプリケーション、医薬手続き、環境規則な
どの技術的、専門的な内容を伝える)
2)Communicating by using technology, such as web pages,
help files or social media sites
(Webページや取扱説明書、ソーシャルメディアサイト等の
技術を使って伝える)
3)Providing instructions about how to do something,
regardless of how technical the task is or even if technology
is used to create or distribute that communication
(どれほどの技術的な仕事なのか、もしくはコミュニケー
ションを創ったり、伝えたりするためにどれほど技術が使
われているかに関わらず、何かをする仕方を伝える)

STC東京支部

TCとは技術情報伝達に関わる広範な活動を意味します。た

森口 稔『テクニカルコミュニケーションへの招待 情報・知識をわかりやすく伝えるために』三省
堂、2013年
4
雨宮拓「テクニカルコミュニケーションにおける日本語スタイルガイドと表現手法の変化」『研究
報告デジタルドキュメント (DD)』、2010-DD-77巻1号、情報処理学会、2010年9月、p.1-3。
5
Carol M. Barnum, Saul Carliner, Techniques for Technical Communicators, M
 acmillan Coll Div;,1992
6
STC、”Defining Technical Communication”
https://www.stc.org/about-stc/defining-technical-communication/(2021/01/04閲覧)
3

5

とえば、マニュアルの設計、テクニカルライティング、翻
訳、グラフィックデザイン、印刷・製本など、及びこれに
関するマネジメントや教育なども含まれます。7
一般財団法人
テクニカルコミュニケーター協会

…文章だけでなく、イラストレーションや写真・動画など
の表現要素やそれらの配置(レイアウト)を効果的に使って内
容を伝達する(技術)。8

森口(2013)

…受信者の知らない技術的・専門的な情報や知識を、グラ
フィック・テキスト・音声などを通し。わかりやすく伝え
る技術を指す。

それぞれの書籍、ホームページを閲覧し著者が作成。和訳は著者によるもの。
世界と日本のTCに関わる団体、個人のTCの定義を比較してみると、TCが取り扱う領域の広さをう
かがい知ることができる。これらの定義が全てではないが、「専門的な知識を伝える」「技術的な知
見を伝える」「読み手側と発信者間の円滑なコミュニケーションの実現」という共通項を見いだすこ
とができる。また、森口(2013)における、TCは一方通行なコミュニケーション9であるという主張は注
目する必要がある。森口は即座の応答が行われるものを双方向のコミュニケーションであるとしてい
る。この点に照らし合わせると、取扱説明書やウェブサイトや印刷物等を介して行われるTCは双方向
的ではない。情報伝達が一方向になってしまうからこそ、TCにおいて「わかりやすさ」が求められる
と森口は仮定している。この考えはコミュニケーション学の領域なので、本稿では深入りをせずに森
口のこの考え方を採用する。これまでに提示したTCの定義と森口の考え方を合わせたものを可視化し
たのが図1である。
図1 定義の共通項の概念図

著者作成。
また、STC東京支部の定義から、取扱説明書はあくまでTCの一例であり、他にも翻訳や印刷・製本
等も含まれることがわかる。問題提起でも触れたように、本稿では取扱説明書を主として扱う。これ
に際して考えると、取扱説明書はTCという全体集合の部分に過ぎない。したがって本稿の目的を概念
図として表すと図2のようになる。

引用： STC 東京支部、「STCとは」
http://www.stc-tokyo.org/01_about_stc/ (2020年12月29日閲覧)
8
・一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 編著『日本語スタイルガイド第3版』、一般財団法
人テクニカルコミュニケーター協会、2016年、p.22。
9
森口 稔『テクニカルコミュニケーションへの招待 情報・知識をわかりやすく伝えるために』三省
堂、2013年、p.36。
7

6

図2 本稿の目的の概念図

著者作成。
ここまでTCの定義について整理してきた。まだ社会に浸透していない用語だからこそ、多くの先人
たちが様々な思索を行ってきたことが分かる。決して十分とは言えないが、今回整理した先行研究か
ら、本稿におけるTCの定義は「専門的、技術的な知見をわかりやすく読み手に伝えるための技術」と
シンプルなものにする。続いてTCにおける「教育」と「実践」の専門研究を整理する。

2-1-2.TCの教育
大学ごとの取り組みについての研究が多い。斉藤(2004)10では慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(以
下SFC)におけるテクニカルライティング(以下TW)指導についてまとめている。あくまでSFCに限定さ
れた研究のため、広くTCに関して言及された内容とは言い難い。村田・八戸・鈴木(1996)11→工学院
大学における実践を例に日本におけるTCの重要性について考察を行い、TCのカリキュラムが理工系
の学生にとって有用であることを提言している。この研究において、TCが隣接する既存の学問領域が
図解されている点は注目するべきである。TCは図3に示されるように7つの学問領域と関連すると述べ
られている。

斉藤俊則「大学におけるテクニカルライティングの指導」『情報教育シンポジウム2004論文集』9
号、情報処理学会、2004年8月、p.177-182。
11
村田碩、八戸英夫、鈴木敏之「大学における 「テクニカルコミュニケーション (TC)」 カリキュラ
ムの研究」『工学教育』、44巻、1号、公益財団法人日本工学教育協会、1996年、p.13-18。
10

7

図3 TCに関連する学問領域

村田・八戸・鈴木(1996)より著者が再作成。
このようにTCには多くの学問領域が関わる極めて学際的な分野であることが分かる。
村田・八戸・鈴木(2001)12では(1996)よりも具体的な工学院大学における、日常使用する製品の取扱
説明書を制作する授業の実践例を挙げ、実際に学生が作り出した取扱説明書を分析している。高橋・
大場・山口・小林(2017)13では、大妻女子大学院におけるTC科目のカリキュラムについて触れ、文書
制作に用いるツールの効果についてまとめている。藤野(2004)14は金沢工業大学における教育実践を
まとめている。いずれの研究においても学生はTC科目に対して好意的な印象を持っていることが受講
生へのアンケートから明らかにされている。

2-1-3.TCの実践
ここでは主に企業におけるTC実践の事例について注目する。磯貝・鈴木(2006)15では、株式会社デ
ンソーにおける社員向けのテクニカルコミュニケーション教育の取り組みがまとめられている。社内
独自のカリキュラムを作成し、技術者のスキルアップを目的に新人から管理者までの幅広い社員が受
講できる。結語として受講者アンケートをベースに当カリキュラムが評価されている。

2-2.取扱説明書
製品の取扱説明書についての先行研究は大きく2つに分けることができる。①取扱説明書のデザイ
ンや伝わりやすさに関連する研究、②取扱説明書のこれからの様式についての研究、である。①は実
験に基づく研究が多く、②は新たな取扱説明書の形式についての考察がなされている。以下それぞれ
について整理していく。

村田碩、八戸英夫、鈴木敏之「大学における 「テクニカルコミュニケーション (TC)」 科目の課題
に関する研究 シャープペンシル等日常使用している製品の取扱説明書の制作を課題にした場合の教育
内容とその有効性」『工学教育』50巻、1号、公益財団法人日本工学教育協会、1996年、p.14-21。
13
高橋慈子、大場みち子、山口琢、小林龍生「テクニカルライティング教育におけるクラウドツール
活用と相互レビューの効果分析」『研究報告情報基礎とアクセス技術（IFAT）』、2017-IFAT-125
巻、3号、情報処理学会、2017年3月、p.1-7。
14
藤野輝雄「大学院生および大学院予定者に対する英語による テクニカル・コミュニケーション授
業」『KIT progress: 工学教育研究』、9巻、金沢工業大学、2004年、p.163-176。
15
磯貝恵美子、鈴木孝昌(2006)「デンソーにおけるテクニカルコミュニケーション教育」『Journal of
JSEE』、54巻、5号、公益社団法人 日本工学教育協会、2006年、p.80-83。
12
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2-2-1.取扱説明書のデザイン
吉田(2013)16では市場調査をもとに、取扱説明書の読みやすさに関する研究を行なっている。社会
は常に変容しており、人も情報も進化を続けているために適切な情報の伝え方も常に調査が必要であ
ると結論づけている。

2-2-2. 取扱説明書の形式
渋田・安藤(2014)17では、取扱説明書等のドキュメントのデザイン的評価に関して、専門家の評価
と実際の読み手の評価の関係を数値化し、専門家の評価が読み手のものと代用できる可能性を言及し
ている。小野他(2011)18は取扱説明書のデザインを実験で評価しており、読みやすい文字の大きさや
行間の具体的数値を検討している。これに関連して取扱説明書を起点とする情報伝達の正確さを実験
的に中谷他(2010)では示している。

2-3.小括
ここまでTCと取扱説明書に関する先行研究をまとめてきた。TCに関する研究は、理論の構築、教
育の現場における試行錯誤に関連するものが多い。取扱説明書については、使用者に対して実験を行
い、その結果をまとめる、デザインの観点から評価するというものが大半であった。書面の読みやす
さ、情報のわかりやすさは万人に共通しているわけではないので、このような実験的な研究が多いこ
とは容易に想像することができる。取扱説明書に対して経済学的なアプローチをとる事例はほとんど
見られなかったので、本稿が取り組もうとしているNikkei225の企業群ごとの取扱説明書に注目して
分析を行うというのは、比較的独自性のある事例だと結論づけることができた。

3.研究手法
企業が公開している製品の取扱説明書を分析対象とし、一般的なデザイン概念や一般財団法人日本
テクニカルコミュニケーター協会が発行する『日本語スタイルガイド第3版』や取扱説明書に関連す
る国際規格であるIEC/IEEE 82079-1:2019を参考に、各企業の取扱説明書の特徴などを著者の主観で
分析する。本稿ではNikkei225のメーカー系の企業を対象とし、ホームページにおける取扱説明書の
公開状況を参考に「自動車」「電気機械」「機械」「精密機器」の4領域を抽出した。「企業間取引
(B to B)」「企業対消費者間取引(B to C)」を行なっている企業が含まれており、販売する対象の性格
の差異によって取扱説明書のレイアウトや、使われる言葉に差があるのかということに注目する。ま
た企業組織にも注目し、デザイン系の部署がある企業とそうでない企業で取扱説明書に関連するレイ
アウトに差があるのかについても同時に分析を行う。

4.本論文における用語の定義
本稿ではや定義が一つに定まっておらず、幅広い解釈が可能な用語を多く使用する。著者と読み
手の間でのディスコミュニケーションを避けるために、表3に示すように用語の定義をあらかじめ行
う。

吉田正志「読みやすい使用説明とは : 市場調査から見えてくる読みやすさのヒント (テクニカルコ
ミュニケーションとは? : 使用方法を正しく伝えるために)」『標準化と品質管理』67巻、1号、日本規
格協会、2014年、p.32-36。
17
渋田一夫、安藤裕「デザイン・チェックリストによるドキュメントに対する読み手の評価の予測手
法の検討」『日本デザイン学会研究発表大会概要集』61巻、日本デザイン協会、2014年、p.167。
18
小野進「マニュアルデザインにおける文書フォーマットの実証的評価:∼ 情報の検索性, 再認性, 作業
負荷の観点から∼」『日本デザイン学会研究発表大会概要集』58号、日本デザイン協会、2011年、p.90
。
16
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表3 本稿における用語の定義
用語

定義

備考

TC
(テクニカル
コミュニケーション)

専門的、技術的な知見をわかりやすく読み手に
伝えるための技術

先行研究を参考に
独自に策定

TW
(テクニカル
ライティング)

専門的、技術的な知見をわかりやすく読み手に
伝えるための文章技術

デザイン

紙面や印刷物を制作する際に、
レイアウトや使用する文字について考えること

今回は取扱説明書の制作
に関連する内容に限定

文系

人文科学、社会科学の学問領域、
この領域を学んでいる、もしくは学んだ学生

文部科学省の「学校基本
調査」の統計区分を参照

理工系

自然科学、工学系の学問領域、
この領域を学んでいる、もしくは学んだ学生

上記と同じ

芸術系

一般的なデザイン、芸術の学問領域、この領域
を学んでいる、もしくは学んだ学生

上記と同じ

著者作成。
このように用語の定義を策定し、議論を進めていきたい。

5.論文構成
第1章では前提となるTCの概況について整理する。TCの歴史や動向、さらには専門教育の現状につ
いても分析を行う。専門教育に関しては、文部科学省「学校基本調査」「科学技術指標2020」の統計
データを参考に分析を行う。主にTCに関連する理工系、芸術系の概況について整理する。
第2章では取扱説明書の分析に入る前の取扱説明書の基本的な情報整理を行う。取扱説明書の関連
する法律や規格について整理と分析を行う。
第3章では実際にNikkei225企業の取扱説明書の公開状況や内容の分析を行う。著者が独自に調べた
Nikkei225企業の取扱説明書公開状況、各企業の公開方法などを参考に取扱説明書概況についての分
析を行う。第1章、第2章で触れた基本的な定義や状況に基づいて、取扱説明書の分析を行い、企業ご
との差などについて注目する。
第4章では、これまでの章の分析結果から考察されたことを参考に本稿における結論を提示する。
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1.TC概要
本章では日本におけるTCについて言及し、概況等を分析する。主に序論で触れることのできなかっ
た、詳細な点に関してこの章で補完することを目的とする。比較的新しい概念であるTCを様々な先行
研究を参考に整理し、取扱説明書制作に必要なTC技術の準備を行う。またこの章では「教育」にも注
目し、大学生の就職状況、TCに関連する専門教育についても触れる。就職状況の分析には、文部科学
省の『学校基本調査』『科学技術指標』の公開データを用いる。技術を社会と結びつけるための専門
教育がどのような状況に置かれているのかを分析することを分析することを目的としている。

1-1.TCの歴史
T
 Cがどのような歴史を辿ってきたのかを整理する。序論でも述べたようにTCは比較的新しい概念
である。したがってきちんとした歴史がまとまっていないのが現状だ。なので本稿の目的である取扱
説明書に関連する要素と歴史を扱っている先行研究を参考に、TCのこれまでの動向をまとめてみる。
これらの内容を扱うのは森口(2013)、山崎(2013)、雨宮(2010)である。これらが扱っている内容は表4
に表す通りである。

表4
研究名

内容

森口(2013)

文化、宗教、科学技術と結びつけながら、
日本におけるTC史研究の課題、今後の展望について

山崎(2013)

1980年代ごろからの概略的なTCの歴史

雨宮(2010)

『日本語スタイルガイド』に注目し、
読み手、実用文の書き方の変化

著者作成。
こ
 の表から、森口(2013)、山崎(2013)はTCの歴史を俯瞰しており、雨宮(2010)はあくまで
テクニカルライティングのみに注目していることが分かる。本章では時系列での整理を行い
たいので、主に山崎(2013)と雨宮(2010)に注目してTCの歴史を整理することにする。
日本では1980年代ごろからTCへの注目が高まっていたが、TCが主に適用されていたのは
工業製品等だった。また、文章を書く人、イラストを担当する人、最終的にレイアウトを組
む人といったように、一つの文書を作る際に多くの人が関係することも特徴である。当時は
印刷物の取扱説明書が主流であり、「正確で論理的であること」が求められていた。
90年代以降、IT技術がより多くの人に浸透していくうちに、発信者と消費者の関係性が変
わってきた。発信者の側で言えば、DTP(Desk-Top-Publishing)の普及により、従来分業され
ていた仕事が一人の手によって完結出来るようになり、発想の広がりをもたらしたとされて
いる。消費者の側では、ユーザーインターフェース(以下UI)が発展し、消費者が製品を直感
的に動かせるようになった結果、消費者は必要な情報だけ集めて拾うようになった。雨宮
(2010)ではこれを「読み飛ばし」と表現し、この状況に合わせて取扱説明書の構成が変わっ
てきていると述べている。現代の取扱説明書に求められるのは正確で論理的であることでは
なく、消費者が求める情報をいかにして届けるかということに変わっている。また2012年に
使用説明の国際規格IEC82079-1が制定され、ウェブ等の電子的手段での使用説明の提供を積
極的に推奨している。この国際規格については第2章で触れることにする。このことを受け
て山崎(2013)では、2013年以降をTCの新時代として区分している。ここで山崎(2013)に記載
されているTCの歴史を示した図を参照する。図4は山崎(2013)を参考に著者が再作成したも
のである。
図4 TCの歴史
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一般社団法人日本規格協会『標準化と品質管理 2014年1月号』7pの図を基に著者が再作成。

科学技術の発展により、人々への情報の伝達方法が変容していることが分かる。特に読み
手側の行動変容については重要な変化であると感じ、第3章での取扱説明書の分析にもこの
視点を活用する。使用情報に関する国際規格が2012年にできたことからも、「情報」の扱い
方に注目が集まり始めたことを読み取ることができる。

1-2.TCに関する機関
TCに関連する機関を二つあげる。それぞれがどのような活動を行なっているのか注目する。

1-2-1.
STC(Society for Technical Communication)
1953年に設立された非政府系、非営利の世界規模のTC研究団体である。米国ヴァージニア州に本部
を置き、1987年に東京支部が設立された。アメリカ本部ではTC教育活動や機関紙の発行、会員のコ
ミュニティー形成などの活動を行なっている。オンラインコースも開設しており、多くの人がTC活動
に触れることができるような取り組みを多く行なっている。19続いてSTC東京支部を見ていく。東京
支部がどのような人員によって成り立っているのかを以下の表5で示す。
表5 STC東京支部役員一覧
役職

氏名

所属団体

理事長

嶋田 正裕

株式会社 日立ICTビジネスサービス

副理事長

間瀬 盛仁

ルネサス システムデザイン株式会社

副理事長

鈴木 章彦

日本ヒューレット・パッカード株式会社

理事

石川 諭

石川ドキュメンテーション 株式会社

理事

筧 宗徳

福島大学

理事

須藤 直樹

株式会社アスカコーポレーション

監事

渡邉 一衛

成蹊大学 名誉教授

STC東京支部ホームページより著者作成。
http://www.stc-tokyo.org/10_stc_tokyo_chapter/ (2021/01/06閲覧)

19

参考： STC https://www.stc.org/(2021/01/13閲覧)
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所属団体を見る限り、産学の様々な分野から参画していることがわかる。活動内容はTCに関連する
学習会の開催、機関紙の発行とあるが、活動内容に関しては2005年以降ホームページの更新がされて
おらず、近年の活動を追うことができなかった。近年の。あくまでTCに関連する団体、かつ国際的な
機関であるということで取り上げた。

1-2-2.
一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会(以下JTCA)
1989年からTCのシンポジウムを開催し、他にも様々な活動を行い、2009年に法人登録を完了し一般
財団法人テクニカルコミュニケーター協会として成立した。学術的な研究、取扱説明書のガイドライ
ンの作成、TCに関する資格試験を実施といったTCに関わる多くの取り組みを行っている。2020年11
月30日時点で95社の法人会員が所属しており、それらの企業は以下の表6に示す通りである。また表
でハイライトが加えられている企業はNikkei225に属している企業を示している。
表6 JTCA法人会員(五十音順)
アイ・ディー・エー株式会社、株式会社ITP（旧 株式会社石田大成社）、アイホン株式会社、株式会社
あかがね、株式会社アクシス、アドビ株式会社、株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリュー
ションズ、アベイズム株式会社、インフォトランス株式会社、ウイングアーク１ｓｔ株式会社 、Ｗｅｌ
ｏｃａｌｉｚｅ Ｊａｐａｎ株式会社、Wovn Technologies 株式会社、SDLジャパン株式会社、NECマネ
ジメントパートナー株式会社、株式会社エレクトロスイスジャパン、オムロン株式会社、カシオ計算機
株式会社
、株式会社川村インターナショナル、河村電器産業株式会社、
キヤノン株式会社、キヤノンア
ネルバ株式会社、キヤノンメディカルシステムズ株式会社、有限会社共同制作社、株式会社クレステッ
ク、株式会社研文社、株式会社広芸インテック、株式会社三愛企画、サンケン電気株式会社、株式会社
サン・フレア、株式会社サン・プロテック、株式会社シイエム・シイ、株式会社JVCケンウッド、シス
トランジャパン合同会社、株式会社島津製作所、株式会社情報システムエンジニアリング、株式会社
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ、スバル・インテリジェント・サービス株式会社、
セイ
コーエプソン株式会社
、株式会社セザックスドキュメントソリューションズ、株式会社創英、ダイキン
福祉サービス株式会社、株式会社ダイテック、ダイナコムウェア株式会社、株式会社ディーエイチ
シー、
DMG森精機株式会社、株式会社テクノツリー、株式会社Too、東芝テック画像情報システム株式
会社、東芝ビジネスエキスパート株式会社、株式会社十印、TOTO株式会社、株式会社ドキュメントデ
ザイン研究所、株式会社ナビックス、ナレッジオンデマンド株式会社、
株式会社ニコン、株式会社ニ
デック、株式会社パセイジ、株式会社バッファロー、
パナソニック株式会社、株式会社PMC、PFUテク
ニカルコミュニケーションズ株式会社、日置電機株式会社、株式会社日立インフォメーションエンジニ
アリング（旧 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ） 、日立建機株式会社
、株式会社日立製作
所
、株式会社日立ドキュメントソリューションズ、日野テクニカルサービス株式会社、株式会社ヒュー
マンサイエンス、フジ印刷株式会社、富士ソフト株式会社、株式会社富士通ゼネラル、株式会社富士通
ラーニングメディア、HOTARU株式会社、株式会社ホンヤク出版社、株式会社マイクロメイツ、マス株
式会社、マツダエース株式会社、丸星株式会社、株式会社ミツトヨ、三菱電機株式会社、安川オビアス
株式会社、YAMAGATA INTECH株式会社、ヤマハ株式会社
、ヤンマーグローバルCS株式会社、
横河電
機株式会社、ライオン ブリッジ ジャパン株式会社、ラティス・テクノロジー株式会社、株式会社リ
コー
、リコークリエイティブサービス株式会社、YKK AP株式会社

参考：JTCAホームページ”入会案内”より著者作成。
https://www.jtca.org/membership/index.html(2021/01/22閲覧)
95社のうち13社がNikkei225の企業であった。Nikkei225には36種の企業分類があり、その分類所属
に注目すると、「TOTO株式会社」が「窯業」、「日立建機株式会社」が「機械」、「ヤマハ株式会
社」が「その他製造」、「オムロン株式会社」、「カシオ計算機株式会社」、「キヤノン株式会
社」、「セイコーエプソン株式会社」、「パナソニック株式会社」、「株式会社日立製作所」、「三
菱電機株式会社」、「横河電機株式会社」、「株式会社リコー」が「電気機器」、「株式会社ニコ
ン」が「精密機器」というようになっている。また日系企業に限らず、「アドビ株式会社」のような
外資系企業、さらにはNikkei225企業のグループ企業も多く属しており、JTCAの規模の大きさ、多く
の企業がTCに関心を寄せているということが分かる。Nikkei225の詳しい分析については第3章で触れ
ることにする。
続いてJTCAがどのような活動を行なっているのかに注目する。JTCAの活動内容は表7が示す通りで
ある。

表7
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取り組み名

概要

TC専門課程(人材育成)

テクニカルコミュニケーターの基盤知識と能力を習得した人
を、「修了者」とJTCAが認定する制度

TC技術試験

TC技術の到達度を全国規模の統一的な基準で検定し、技術の
向上や人材育成に活用する

ジャパンマニュアルアワード

消費者庁、国民生活センターの後援を得て行われる、日本で
唯一の使用情報のコンテスト
「一般部門」と「産業部門」の二つで審査が行われる

評価サービス

各企業の取扱説明書を単独評価する
法人会員 300,000円／冊、個人会員・非会員 400,000円／冊

JCTAのホームページを参考に著者作成。
https://www.jtca.org/index.html(2021/01/08閲覧)
このように教育から企業まで、様々な分野で活動を行なっていることが分かる。特に注目すべき点
は、取扱説明書の評価を行う「ジャパンマニュアルアワード」、「評価サービス」の2点である。
「ジャパンマニュアルアワード」は2007年から毎年開催されており、直近の2019年の大会には27の企
業が参加した。具体的な参加企業は表8に示す通りである。
表8 ジャパンマニュアルアワード2019参加企業
アズビル株式会社、エプソンアヴァシス株式会社、LG Electronics Inc.（LG エレクトロニクス）
オリンパス株式会社、カシオ計算機株式会社、株式会社ガスター、キヤノン株式会社、キヤノンメ
ディカルシステムズ株式会社、コニカミノルタ株式会社、ダイキン福祉サービス株式会社、
ＴＯＴＯ株式会社、株式会社バッファロー、パナソニック株式会社、パナソニックエコシステムズ
株式会社、パナソニックサイクルテック株式会社、パナソニック ライフソリューションズ クリエ
イツ株式会社、株式会社PFU、日置電機株式会社、株式会社富士通ゼネラル、株式会社堀場製作所
株式会社 牧野フライス製作所、株式会社ミツトヨ、三菱電機株式会社、株式会社メニコン、
ヤマハ株式会社、リコークリエイティブサービス株式会社、YKK AP株式会社
JTCA機関紙『Frontier（フロンティア）』2020年 第14号より著者作成
製造系の多くのメーカーが参加していることがわかる。このコンテストにおいて、各企業から提出
された取扱説明書はIEC/IEEE 82079-1:2019に基づく基準によって評価される。この国際規格について
は第2章で詳しく触れる。2019年からは芸術系の学生を審査員側として採用し、TCの現場と教育が接
続された事例となった。「評価サービス」は取扱説明書を単一で評価するサービスである。TC協会が
選出した評価委員（実務経験や技術に加え、特定メーカーに所属していない、などの要件に照らして
20
選定
）が実際に実機に触れながら取扱説明書を評価する。何れにせよこのような取り組みが継続的
に成り立つことから、企業にとっての取扱説明書が極めて重要なものであると考察できる。
ここでJTCAがどのような団体なのか役員に注目して明らかにする。役員の所属からJTCAがどのよ
うな組織なのか分析する。TC協会の役員構成は表9が示す通りである。
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JCTA”評価サービス”,”JCTAホームページ”
https://www.jtca.org/doc_evaluation/index.html(2020年12月30日閲覧)
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表9 JCTA役員一覧
役職

氏名

所属団体

会長

綿井 雅康

十文字学園女子大学

評議員長

小林 栄一

（株）日立製作所

副評議員長

徳田 直樹

（株）パセイジ

評議員

新井 將未知

（株）ＪＶＣケンウッド

評議員

石田 卓

（株）日立インフォメーションエンジニアリング

評議員

井上 藤男

（株）島津製作所

評議員

坂本 明宏

キヤノン（株）

評議員

遠藤 幸夫

ヤマハ（株）

評議員

黒田 聡

（株）情報システムエンジニアリング

評議員

小林 弘嗣

（株）シイエム・シイ

評議員

三波 千穂美

筑波大学 図書館情報メディア系

評議員

下拂 伸一

アベイズム（株）

評議員

鋤野 英俊

ダイキン福祉サービス（株）

評議員

徳武 修

（株）ITP

評議員

冨永 尚志

（株）クレステック

評議員

中村 謙

（株）富士通ラーニングメディア

評議員

堀尾 尚史

（株）リコー

評議員

西村 章久

（株）SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

評議員

森口 稔

テクニカルコミュニケーション学術研究会 代表

評議員

八戸 英夫

工学院大学

評議員

山田 光司

パナソニック（株）

評議員

吉川 勝

（株）ダイテック

評議員

吉田 茂

PFUテクニカルコミュニケーションズ（株）

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会「JTCAとは」より著者作成。
https://www.jtca.org/about_jtca/index.html(2021/01/06閲覧)
こちらもSTC東京支部と同様に産学様々な領域から役員が参画していることがわかる。JTCA法人会
員の企業と役員の所属企業、「ジャパンマニュアルアワード」の参加企業とを比較すると、参加企業
の多くが法人会員の企業に関連していることがわかる。参加企業数の少なさからもTCの活動がまだま
だ普及していないということは読み取れるが、JTCAの役員の法人会員の企業に関連する企業ばかり
が参加していることからも、JTCAの内輪での活動に止まっている可能性が示唆される。これは序論
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の部分でも取り上げたように、TCという概念は後付けに過ぎず、その考え方に賛同している企業の一
つの取り組みでしかないと捉えることもできる。
また、JTCAは独自にTC専門課程21を2015年から開始し、日本の大学に設置している。これはテクぬ
かるコミュニケーターとしての学習を積み、受講生は規定の単位を取得することによって、JTCAか
らテクニカルコミュニケーターとしての承認を受ける。2021年1月時点でTC専門課程を開講している
のは、「筑波大学情報群知識情報・図書館学類」、「会津大学コンピュータ理工学部コンピュータ理
工学科、「駿河台大学メディア情報学部」の3つである。TC協会はTCを円滑に行うために7つの素養
が必要であるとしている。表10は7つの項目を列挙したものである。
表10 テクニカルコミュニケーターに必要な要素
項目

概要

TC基礎

TC（テクニカルコミュニケーション）の 全体論

情報収集と分析

説明の対象とする物事とユーザーの情報を集め、
誰に何をどのように伝えるかを明確にする能力

企画・設計

ユーザーに必要な情報を分析し、実現手段を検討して、
企画書、設計書、または構成案にまとめる能力

情報 アーキテクチャー

媒体やデバイスの特性に応じて表現方法を使い分け、
制作や配布のコストの最適化を実現する技術や知識

制作管理・ ディレクション

プロジェクトの目標を設定し、
各工程でプロジェクトを円滑に進めていく能力

デザイン・ 表現設計

さまざまな情報を、伝達の相手が魅力を
感じるように表現する知識や能力

ライティング

実用文（レポート、連絡文書、事務的な 伝達文書など）を、
日本語で適切に書く 能力および英語の読解力と作文能力

周辺分野

ユーザーインターフェイス、コンプライ アンス、異文化理解

引用: JCTA 「人材育成 テクニカルコミュニケーター(TC)専門課程制度」22
https://www.jtca.org/seminar/pro_program.html (2021/01/08閲覧)
幅広い領域の知識や経験が求められ、TCが学際的な試みであるということが分かる。TC専門課程
ではこれらの項目を中心にカリキュラムが組まれており、どの項目もコミュニケーションにおいては
重要なものである。ただしTC専門課程はあくまでJTCAが承認しているに過ぎない。JTCAの法人会員
となっている企業間では知名度があるかもしれないが、そうでない企業に対してどこまでの影響力が
あるのかは疑問の余地がある。実際にTC専門課程を修了し、JTCAからテクニカルコミュニケーター
として認定された者の情報がJTCAのホームページに記載されている。ホームページの情報に基づく
と、2015年は4名、2016年は12名、2017名は6名、2018年は9名23、2019年と2020年に関しては記述なし
と修了者の数が非常に少ない。もちろんTC専門課程が3つの大学の特定のコースのみに設置されてい
る背景を考えると、数が少なくなってしまうことは分かるが、それにしても少ないという印象を受け
てしまう。

1-3.専門教育
大学、高等専門学校、専修学校を専門教育の現場と捉え、文部科学省の「学校基本調査」のデータ
に基づいて教育現場の状況を整理していく。村田・八戸・鈴木(1996)が示すようにTCには文系、理
系、芸術系といった多くの学問領域が関わる。ここでは理工系と芸術系の学生の動向に注目する。こ
れらに注目する理由は、本稿の大きな目的である「技術の社会接続がどのようにして行われているの
か」ということから、技術に関連する領域を学んでいる「理工系」、その技術をわかりやすく伝える
JCTA 「人材育成 テクニカルコミュニケーター(TC)専門課程制度」
https://www.jtca.org/seminar/pro_program.html(2021/01/08閲覧)
22
同上
23
同上
21
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ために不可欠な表現を司るデザインを学んでいる「芸術系」の2領域を学ぶ人材が特に重要であると
考えたためである。また国内の大学にはJTCAが定めるTC専門課程を実施している大学もあり、それ
を含めたTC教育の現状についても触れる。
文部科学省「学校基本調査」の年次統計を用いて、日本の大学の状況について確認する。扱うデー
タは「学校基本調査」の「学校数」、「在籍者数」、「関係学科別入学者数」、「科学技術指標」の
統計データである。まずは大学に注目し、学生数や就職先について見ていく。あくまで大学で学んだ
人材がどのような進路を選択しているのかを客観的に見るためにデータを扱うので、TCを学んだ学生
がどのように流動しているのかを見る訳ではないことを予め断っておく。付録の図38,39は大学数と学
生数を示したグラフである。終戦後、日本の大学数は増加し、学生数もそれに合わせて増加してい
る。多くの人が専門教育の道へと進んでいることを読み取ることが出来る。それでは学生が学ぶ専門
領域の内訳はどのようになっているのだろうか。付録図40は関係学科別の大学への入学者数を表して
いるグラフである。圧倒的に文系が多くその数は30万人前後で推移している。理工系は10万人前後で
推移しており、芸術系は1~2万人で推移していることが読み取れる。大学という尺度で測ると「理工
系」と「芸術系」の学生数は少ない。
以下「理工系」と「芸術系」の就職状況を見ていく。文部科学省科学技術・学術政策研究所の『科
学技術指標2020』の統計データ、文部科学省の『学校基本調査』の就職者のデータを参考にする。
「芸術系」に関しては、業界分類、職業分類が極めて多くグラフが煩雑になってしまうため、特に人
数の多い業界、職業を昇順に著者が抜粋した。「芸術系」データの全ては付録に掲載する。

1-3-1.理工系
まず理工系のデータから参照する。理工系の学生がどのような産業に就職しているのかに注目す
る。図5~7は理工系の学位別の産業別就職状況を、各業種ごとの割合で表したものである。ここでは
学生がどれだけ就職しているのかという数ではなく、割合に注目し、各産業界への人材流動にどのよ
うな変化が起こっているのかを明らかにする。学部、修士、博士ごとの就職状況を整理し、最後に考
察を記述する。
図5 理工系学部卒業産業別就職状況

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2020」を基に、著者が加工・作成。
理工系の学部生は1980年代から1993年までは約半数が「製造業」に就職していた。1994年以降は減
少傾向となり、「サービス業」に就職する学生が増えていることが分かる。「非製造業」に就職する
学生の割合は比較的安定している。「研究」、「教育」に就職する学生は少ないままであり、この背
景には学部卒業レベルではこれらの業種に就くことの難しさを表していると考えられる。
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図6 理工系修士課程修了者産業別就職状況

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2020」を基に、著者が加工・作成。
修士課程を修了した学生も学部卒業生と同様に製造業への就職の割合が高い。しかし学部卒業生に
見られた1994年以降の変化は見られず、1981年から2019年に到るまで多少の減少は見られるものの、
「製造業」へ就職する学生の割合は安定している。学部卒業生と比べて「非製造業」に就職する学生
の割合が少ない。「研究」は1990年代中盤までは1割にも満たなかったが、徐々に割合を増やし、
2019年時点では2割強を占めている。
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図7 理工系博士課程修了者産業別就職状況

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2020」を基に、著者が加工・作成。
博士課程修了生は様々な業界へと散らばっていることが分かる。もちろん「製造業」は比較的多い
が、「研究」や「教育」に就職する学生も一定数いる。修士課程修了生と同様に「製造業」への就職
率は比較的安定していると言える。学部卒業生や修士修了生には見られなかった「教育」、「研究」
への就職率の高さは目に留まる。

1-3-2.芸術系
続いて芸術系の就職動向について見る。文部科学省の「学校基本調査」を参考に、芸術系の産業
別、職業別の就職状況をまとめた。先述の通り、業界分類、職業分類が極めて多くグラフが煩雑に
なってしまうため、特に人数の多い業界、職業を昇順に著者が抜粋した。「芸術系」データの全ては
付録に掲載する。文部科学省の『学校基本調査 産業別 就職者数』、『学校基本調査 職業別 就職者
数』の1964年から2019年のデータを用いて芸術系の動向に注目した。図8は芸術系の学生がどのよう
な産業界に就職しているのかを示している。「理工系」と同様に割合に注目するが、得られたデータ
から著者が恣意的に数値を抜粋しており、割合だけで分析を行うと誤った考察をしてしまう可能性が
あるため、人数に注目したグラフも並列して示す。
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図8芸術系人材産業別就職状況

出典:文部科学省『学校基本調査』産業別 就職者数 大学(1966~2019）より著者作成。
1980年代中盤ごろまで芸術系の学生の半数が「教育」に就職していたが、それ以降は徐々に「教
育」に就職する学生の割合が減っている。その後多少の上昇下降はあるが、2019年時点で2割程度に
留まっている。その一方で「製造業」や「卸売業・小売業」の割合が上昇している。これら二つの業
種は、比較的安定して数値を上昇させ、2019年時点で芸術系の就職先の6割程度を占め続けている。
グラフ全体に目を向けると、1980年代中盤ごろまでの芸術系の学生が一般的な産業界にそこまで接続
されていない状況から、多くの芸術系の学生が一般的な産業界へ接続されているということが読み取
れる。芸術系の専門知識が年を追うごとに産業界へと接続された事によって、業界としてのデザイン
の水準が上がったのではないかと考察できる。また各企業における芸術系の学生への需要が高まった
ことによって、このような動きが引き起こされたとも考察できる。ではそのような芸術系の学生がど
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のような職業に就いているのか注目する。図9は芸術系の学生が就いた職業の割合を示したものであ
る。
図9芸術系人材職業別就職者数

出典:文部科学省「学校基本調査」職業別 就職者数 大学(1964~2019）より著者作成。
1980年代中盤までは、平均して4割強の学生が「教員」になっていた。しかしそれ以降は「教員」
の割合が年を追うごとに減少し、2019年には1割弱まで減少していることが分かる。一方で「販売従
事者」、「サービス職業従事者」、「事務従事者」が1980年代中盤以降に増加している。2019年では
全体の半数弱を占めるまでになった。また「芸術家・芸能家・音楽家・舞台芸能家」の割合は多少の
変動こそあれど、安定して4割ほどを保っている。この職種の人気を読み取ることができる。先ほど
の産業別の就職者割合のグラフからも読み取れることと同様に、こちらのグラフからも芸術系の人材
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の一般的な産業界への接続の動向を読み取ることができる。1980年代中盤までは「教員」、「芸術
家・芸能家・音楽家・舞台芸能家」がほとんどを占めていたが、「教員」の減少により2019年時点で
は2つを合わせて半数程度に落ち着いた。職業別の就職状況に注目しても、芸術系の学生が一般的な
産業界に徐々に流れ込んできているということが考察できる。

1-4.小括
ここまで日本におけるTCの状況を、歴史、関連団体、教育の3つの視点から整理してきた。TCは比
較的新しい概念でありながら、あらゆる領域で取り組みが行われていることがわかった。活動の規模
や状況から考察されるのは、日本におけるTC活動はまだまだ発展途上であるということである。あく
まで「TC」という概念に共感した企業が団体に参加しており、団体に参加していないからTCのよう
な活動をしていないというわけにはならない。製品を使い方を消費者に伝えることはTCの内容と相違
のないものであり、団体に参加していない企業のTC技術が低いとは言い切れない。「情報」の扱い方
が複雑になってきたからこそTCのような活動は重視されるべきであり、JTCAのような活動は今後拡
大の可能性を大きく秘めていると考えられる。TC活動に直接関係はないが、「理工系」と「芸術系」
の就職状況についても注目した。これらの領域を学んだ人材はTCを行う上で大事な存在であり、そも
そもの技術を知っている人材、表現の方法を知っている人材と位置付けることができる。「理工系」
の製造業に就職する割合が高いというのは想像に難くないが、「芸術系」の人材が少しずつ一般的な
産業界へ接続されているというのは興味深い。近年ではデザイン採用という形で企業に就職するとい
う方法も広がってきており、産業界がデザインを学ぶ人材を求めている潮流の現れであると考えられ
る。次章では取扱説明書に焦点をおいて分析を進めていく。
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2.取扱説明書概要
取扱説明書とは、機械や道具などに付属する使用方法を説明し、製品による事故を防ぎ安全を守る
ための文書である。本章では取扱説明書を取り巻く法律や規格を中心に整理し、取扱説明書はどのよ
うな決まりによって成り立っているのかという点に注目する。取扱説明書の具体的な内容の分析につ
いては第3章で行う。

2-1.取扱説明書と法
取扱説明書には様々な法が関連している。ここでは取扱説明書に関連する法について整理する。取
扱説明書はそれ自体を製品に付属させるという義務は企業側にはない。あくまで法律に準拠するため
に付属されている。取扱説明書と関連する法について以下に示す。表◯は取扱説明書に関係する法の
一覧である。

2-1-1.製造物責任法(PL法)
1996年の7月1日に施行された法律で、製造物の欠陥と消費者の関係性について定義している。第二
条、第三条は以下のように記述されている。
(第二条) この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
２ この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業
者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有
すべき安全性を欠いていることをいう。
３ この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者（以下単に「製造業者」という。）
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示（以下「氏名
等の表示」という。）をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をし
た者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみ
て、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
(第三条) 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の
表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害した
ときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物について
のみ生じたときは、この限りでない。
製品の事故が起きた場合、企業が消費者に対して賠償を行う法律である。製品の安全を保つための
法律であり、特に「欠陥」という用語の解釈が重要になってくる。PL法は第一条から第六条までしか
なく非常に短い法律であるために、消費者庁がPL法の詳しい解説を行なっている。消費者庁『製造物
責任(PL)法の逐条解説』では各条項への詳しい解説がなされている。ここで用語の定義が行われてい
る第二条の解説、特に「欠陥」の解説に注目する。以下『製造物責任(PL)法の逐条解説』からの引用
である。
2 欠陥の類型
一般に、欠陥は次の3つに分類することができる。
第1は、製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組み立てに誤りがあったなどの原
因により、製造物が設計・仕様どおりにつくられず安全性を欠く場合、すなわち製造上の欠陥であ
る。
第2は、製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果
となった場合、すなわち設計上の欠陥である。
第3は、有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性
の発言による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合、すなわち
指示・警告上の欠陥である。
このうち、製造上の欠陥については、安全措置について設計どおりつくられた製造物とそれに欠け
る当該製造物との間の相違という事実の認定が欠陥の判断に当たって重要となるのに対して、設計上
の欠陥および指示・警告上の欠陥については、様々な要素を勘案しながら多数の選択肢の中から製造
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者が一定の安全性に関わる選択をしたという結果が具体的な設計や指示・警告となっているために、
製造者の安全性に関する選択の適否という規範的な評価が欠陥の判断に当たって重要となる。
本法の欠陥の定義は、上記のような類型を解釈上全て含み得るように規定されている。
製品の製造過程、設計過程だけでなく、情報の伝達における欠陥についても言及がなされている。
製品を使用する上でのリスクを包み隠さず、かつ消費者が理解できるように伝えることの重要性を読
み取ることができる。この法律からも、企業にとっての取扱説明書がただの文書ではなく、ある意味
企業の看板を背負っていると言っても過言ではないということが考えられる。

2-1-2.消費生活製品安全法
一般消費者の生活の用に供される製品と消費者の関係性について規定されている法である。この法
において取扱説明書について直接言及している部分はないが、2007年の改正の際に先立って示された
「製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン」に取扱説明書に関する言及がある。
（1）リスク管理体制の整備
① 誤使用も含めた製品の使用に伴うリスクの洗い出しを行い、そのリスクを 3 評価し、その結果を製
品の設計、部品、警告ラベル、取扱説明書に フィードバックする等、継続的な製品安全向上に努める
24
こと。
企業は常に情報の伝え方に気を使い、情報をアップデートし続けなければならないことが読み取れ
る。また同法律では消費生活用製品についての定義を行なっている。この点に関しては第3章で詳し
く触れる。

2-1-3.電気用品安全法
電気用品の技術上の基準を定める法である。第二章、第三章において取扱説明書に関連する記述が
ある。
(安全原則)
第二条 電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるお
それがないよう設計されるものとする。
２ 電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好
で、かつ、動作が円滑であるものとする。
（安全機能を有する設計等）
第三条 電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時におけ
る被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。
２ 電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められる
ときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用
品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。
当法律からも安全を保つために取扱説明書の役割の重要性が読み取れる。

2-1-4.労働安全衛生法
労働者の安全と健康、快適な労働環境を確立することを目的とした法である。この法に取扱説明書
に関する直接的な言及があるわけではないが、この法から派生して生まれた「機械の包括的な安全基
準に関する指針」というものがある。この指針は、機械の設計・製造段階及び使用段階において、機
25
械の安全化を図るため、すべての機械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する基準
である。
「別表第5使用上の情報の内容及び提供方法」には、取扱説明書について言及する部分がある。
(3) 取扱説明書等の文書の交付を、次に定めるところによるものとすること。
ア 機械本体の納入時又はそれ以前の適切な時期に提供されること。
イ 機械が廃棄されるときまで判読が可能な耐久性のあるものとすること。
ウ 可能な限り簡潔で、理解しやすい表現で記述されていること。
エ 再提供することが可能であること。

24
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引用：経済産業省『製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン』、2007年、p.2-3。
引用：厚生労働省『機械の包括的な安全基準に関する指針』、第1 趣旨等
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本基準では取扱説明書の記述方法や提供方法までに言及がなされている。「ウ」の内容はデザイン
に関連することで、「エ」に関しては取扱説明書の公開に関連する。

2-1-5.家庭用品品質表示法
一般的家庭用品と消費者との関係性について言及した法である。第三条には「表示の標準」に関す
る記述がある。ここでは取扱説明書という用語は使われていないが、この条を基に作られた「電気機
械器具電気機械器具品質表示規程」には「使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示する
こと」と明記されている。
ここまで取扱説明書と関係する法について見てきた。それぞれの法が扱っている領域は違うもの
の、取扱説明書に対する基本的な姿勢は「読み手にとってわかりやすく」ということを法律から読み
取ることができる。専門的な情報のわかりやすい伝達の重要性は法律においてもきちんと規定されて
いる。

2-2.取扱説明書に関する規格
続いて規格について見ていく。規格とは、標準化によって決められた、ある「取り決め」を文書に
書いたものである。26規格はJIS Z 8002（標準化及び関連活動－一般的な用語）の中で、「与えられた
状況において、最適な秩序を達成することを目的に、共通的に繰り返して使用するために、活動又は
その結果に関する規則、指針又は特性を規定する文書であって、合意によって確立し、一般に認めら
れている団体によって承認されているもの。」というように定義されている。規格には様々な分類が
あり、種類は表11が示す通りである。
表11 規格の分類
規格分類名

概要

国際規格

世界中の国々で共通して利用される規格

地域規格

ある地域の国々の中で共通して利用される規格

国家規格

主に一国内で使われる標準

地区規格

一つの業界や一つの企業内で使う標準

基本規格

用語、記号、単位、など基本的事項を規定した規格

方法規格

試験、分析、検査及び測定方法、作業方法などの規格

製品規格

試験、分析、検査及び測定方法、作業方法などを規定した規格

マネジメントシステム規格

組織が方針及び目標を定め、
その目標を達成するためのシステムについて規定した規格

日本規格協会グループホームページ『規格とは』を参考に著者作成。
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/glossary_3/(2021年1月21日閲覧)
これらの規格は工業製品に対してだけでなく、その材料や工程に対しても定められている。そんな
中2012年に情報に関する国際規格が発行された。、ここではIEC/IEEE 82079-1:2019という情報の規格
を取り上げ、取扱説明書に何が求められているのかを見ていく。

引用：日本規格協会グループ.“規格とは”.JSA GROUP
Webdesk.https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/glossary_3/(2021/01/13閲覧)
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2-2-1.
IEC/IEEE 82079-1:2019 Preparation of information for use (instructions for use)
of products — Part 1: Principles and general requirements
IEC/IEEE 82079-1は2012年に発行され、現在はIEC27、IEEE28、ISO29が共同で開発・発行した
IEC/IEEE 82079-1:2019が最新版となっている。WTO加盟国は遵守する必要のある規格である。2012
年時点では、塗料の缶から大型産業機械、ターンキーベースのプラントや建物が主たる対象であった
が、具体的な適用範囲までは記されていなかった。2019年版で、工業製品( 機械類、構成部品、装置
及び機器)、消費財(家庭用品、AV機器、通信機器及び日曜大工製品)、医療機器・装置及びシステム、
複雑なシステム、輸送手段(自動車等)、応用ソフトウェア、システムの運用及び自動制御のためのソ
フトウェア、技術サービスを含む製品・サービスが対象というような具体的な適用範囲が規定され
た。また本規格の中では、”information for use”という表現がなされており、日本語では「使用情報」
と呼称するのが一般的である。これは決して取扱説明書に対してだけでなく、あらゆる情報を対象に
している。ここで規格の冒頭に記述されている”introduction”に注目し、どのような姿勢が取られてい
るのか確認する。
”introduction”
Information for use is a part of any type of product it supports. A product can be a system, a service,
goods, software, information, or a combination thereof. People depend on the information provided to
use products safely, effectively, and efficiently, unless they receive training from a human instructor or
unless the functions are entirely intuitive. Confusing product information and inadequate instructions
are major sources of frustration for consumers and skilled workers. Defective information can pose a
risk of harm or loss, leading to prosecution or liability claims against the supplier or brand owner.
Information for use consists of three information types: conceptual information that the target audience
needs to understand, instructional information to be followed or considered, and reference information
to be consulted when needed. The information for use can include various information products that
are selected, presented, and delivered on different media to meet the needs of different target
30
audiences.
(日本語訳)
“導入”
使用のための情報は、それがサポートするあらゆるタイプの製品の一部である。製品は、システ
ム、サービス、商品、ソフトウェア、情報、またはそれらの組み合わせである可能性がある。人は、
人間の指導者から訓練を受けていない限り、あるいは機能が完全に直観的でない限り、製品を安全、
効果的、効率的に使用するために提供される情報に依存している。混乱を招く製品情報や不適切な指
示は、消費者や熟練労働者のフラストレーションの主な原因となる。使用情報は、対象者が理解する
必要がある概念的な情報、従うべきまたは考慮すべき指示情報、必要なときに参照すべき参照情報の
3つの情報タイプから構成されている。利用情報には、さまざまなターゲットオーディエンスのニー
ズに合わせて、さまざまなメディアで選択・提示・配信される情報商材がある。
”introduction”では使用情報の基本的な考え方が示されている。人間は知らないものについては、外
部からの情報に依存しており、誤解を生まないようにわかりやすく伝えることの重要性を読み取るこ
とができる。このような導入が前提としてあり、本規格は以下の表12のような構成になっている。

国際電気標準会議のこと
アメリカ合衆国に本部を置く電気・情報工学分野の学術研究団体、技術標準化期間のこと
29
国際標準化機構のこと、各国の国家標準化団体で構成される非政府組織
30
引用:ISO “
IEC/IEEE 82079-1:2019、
p9.
Preparation of information for use (instructions for use) of products — Part 1: Principles and general
requirements”
https://www.iso.org/standard/71620.html#:~:text=IEC%2FIEEE%2082079%2D1%3A2019%20is%20jointly%
20developed%20and,of%20paint%20to%20large%20or(2020年12月22日閲覧)
27
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表12 IEC/IEEE 82079-1:2019の構成
章番号

内容

概要

1.

適用範囲

この規格の対象製品と、
この規格が対象とする使用情報についての説明

2.

引用規格

本文中で引用されている規格の一覧

3.

用語および定義

本文中の用語についての説明

4.

使用情報に対する
要求事項の達成

この規格の要求を満たしていることを
評価する方法についての説明

5.

原則

使用情報を作成するための
基本的な要求事項についての説明

6.

情報管理プロセス

使用情報を作成する工程や組織、情報、リスクなどの
管理についての説明

7.

使用情報の内容

使用情報に掲載すべき内容についての説明

8.

使用情報の構造

使用情報の構成要素、情報の種類、構造、配信方法
などについての説明

9.

使用情報の媒体および体裁

使用情報のメディアや表現方法、わかりやすさの説明

10.

専門的力量

使用情報の専門家に求められるスキルについての説明

附属書A

(参考)評価の手引

使用情報の評価と、プロセスの評価についての説明

参考:IEC/IEEE 82079-1:2019
このように使用情報に関することが細かく規定されていることが分かる。特に第9章ではデザイン
に関する言及がなされている。ここでその記述に注目する。
9 Media and format of information for use
9.1 General
The supplier shall set editorial style conventions for the format of information for use and for
the media to be used. The supplier shall determine the media and format of the information
for use according to the nature of the target audiences and based on their needs. The media
and format shall allow easy access to information for use throughout the intended lifetime of
the product.
The following are examples of possible media for information for use:
• text, photographs, safety signs, graphical symbols and illustrations;
• video (including auxiliary means such as audio and subtitles);
• animated illustrations and 3D-models controllable by the user;
• speech;
• braille, tactile figures, signs or other visible hand gestures;
• augmented reality (information embedded in an electronic representation of the current
environment);
• virtual reality;
• combinations of the above;
• leaflets (e.g. paper, plastic), stapled booklets or bound manuals with text and illustrations;
and
• printed information for use on the packaging or on the product itself (as permanent
marking or peelable tag); and printable versions of documents which are made readable
on-screen through a file exchange format in which the layout matches that of the printed
version.
31
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引用:ISO “
IEC/IEEE 82079-1:2019、
p47
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情報提供側がどのようなことに注意すべきかということがまとめられている。情報に常にアクセス
しやすいこと、使用する情報の媒体およびフォーマットは、対象者の性質に応じて、またそのニーズ
に基づいて決定しなければならないことや、文字に限らず、仮想現実、拡張現実など様々なツールの
活用を推奨している。この規格が発行されたのが2019年であり、2021年時点で対応している企業はま
だまだ少ないと思われるが、今後の取扱説明書の形式の変化を示唆している。実際に各企業がどのよ
うな形式の取扱説明書を制作しているのかについては第3章で結果をまとめる。

2-3.小括
これまで取扱説明書を取り囲む法律や規制についてみてきた。法律も規制も細かな決まりを多く規
定しているが、共通点は「わかりやすさ」を取扱説明書の制作者側に求めていることである。ただ読
みやすいということや、凝ったデザインがなされているから「わかりやすい」というわけではなく、
背景には製品の利用者の安全を守るという基本的な姿勢を読み取ることができる。さらには取扱説明
書そのものわかりやすさだけでなく、常に情報にアクセスしやすい状況を作ることも重要であり、取
扱説明書を公開するプラットフォームの構築も企業にとって重要になる。ここの設計を効果的に行う
ことで、消費者が製品の情報にアクセスしやすくなり、企業とのコミュニケーションを円滑に行うこ
とができる。つまり取扱説明書とは企業と消費者を結びつける大切な媒体であり、お互いにとって非
常に重要な存在なのだ。続いての章ではNikkei225企業が制作している取扱説明書の具体的な状況に
注目していく。

Preparation of information for use (instructions for use) of products — Part 1: Principles and general
requirements”
https://www.iso.org/standard/71620.html#:~:text=IEC%2FIEEE%2082079%2D1%3A2019%20is%20jointly%
20developed%20and,of%20paint%20to%20large%20or(2020年12月22日閲覧)
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3.Nikkei225企業の取扱説明書分析
本章ではNikkei225のメーカー企業の取扱説明書を対象に分析を行う。特に以下の3点に注目するこ
とにする。Nikkei225の特定の分類企業群に属する企業がどれくらい取扱説明書を公開しているの
か。取扱説明書を公開している企業のホームページはどのように設計されているのか。実際に各企業
の取扱説明書はどのようになっているのか。これら3点をそれぞれ分析し、どのような傾向があるの
かを明らかにしていきたい。

3-1.取扱説明書の公開状況
ここではNikkei225群に属する製造系の企業の取扱説明書の公開状況をまとめる。山崎(2013)にもあ
るように、取扱説明書の形態は読み手側の変化により、従来の紙から様々な媒体に移り変わってい
る。実際に各企業がどのように取扱説明書を公開しているのかに注目し、企業としての、さらには業
界ごとの動向を明らかにしたい。これらの公開状況に加えて、各企業のデザインを司る部署の有無に
ついても同様に表にまとめていく。この基準を設ける理由は、このような部署の有無が企業の取扱説
明書にデザイン面での影響があるのか否かを分析するためである。企業の組織図にこのような部署が
ある、もしくはグループ会社にデザイン系の企業の存在が認められる場合、企業としてデザイン関連
の取り組みを行なっている場合は「あり」と示すことにする。
ここで取り上げる業界は、Nikkei225の36種の業種分類32の中から、「化学」、「医薬品」、「ゴ
ム」、「窯業」、「鉄鋼」、「非鉄金属製品」、「機械」、「電気機器」、「造船」、「自動車」、
「精密機器」、「その他製造」の12種である。これらを選択した理由は、消費者に技術を伝達する一
方向のコミュニケーションを求められる製品、つまりは取扱説明書を付属する必要のある製品を扱う
業界であると主観的に判断したためである。公開の基準は企業の公式ホームページでダウンロード可
能か否かによって判断している。公式ホームページ以外で公開されている場合は、本稿においては公
開されているとはしない。ここでは12業種の中で、公開状況が高く、かつ様々な手段で取扱説明書を
公開している企業の多かった「機械」、「電気機器」、「自動車」、「精密機器」の4業種について
詳しく見て、それぞれの取扱説明書公開状況の特徴をまとめていく。残りの「化学」、「医薬品」、
「ゴム」、「窯業」、「鉄鋼」、「非鉄金属製品」、「その他製造」、「造船」に関しては、付録に
表を添付しそれぞれの特徴を表にまとめる。

3-1-1.機械
「機械」には15社が属している。Nikkei225の36分類の中では3番目に企業数が多い。それぞれの企
業の取扱説明書の公開状況は表13で示す通りである。

出典：NIKKEI STYLE 『 225銘柄 バランス重視の「代表選手」』
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO33101630Y8A710C1000000/#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%
E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE%E3%81%A7%E3%81%AF,%E3%82%88%E3%
81%8F%E9%81%B8%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82(2021/01/10
閲覧)
32

29

表13 「機械」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

日立建機

ホームページ上で
公開されておらず

コマツ

ホームページ上で
公開されておらず

製品動画あり

なし

住友重機

ホームページ上で公開

閲覧に会員登録が必要

なし

アマダ

ホームページ上で公開

閲覧に会員登録が必要
製品動画あり

なし

荏原

ホームページ上で一般公開

PDF33形式

なし

ジェイテクト

ホームページ上で一般公開

IHI

ホームページ上で
公開されておらず

PDF形式

なし

クボタ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

NTN

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

日本精工

ホームページ上で一般公開

製品動画あり
PDF形式

なし

日立造船

ホームページ上で公開されて
おらず

三菱重工

ホームページ上で一般公開

日本製鋼所

ホームページ上で公開されて
おらず

ダイキン

ホームページ上で一般公開

オークマ

ホームページ上で公開されて
おらず

なし

なし

なし

PDF形式

なし
なし

PDF形式

あり
なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
このように「機械」は全体の6割の9社の企業が取扱説明書をホームページで公開していることがわ
かった。公開されている取扱説明書の形式は、PDF形式が圧倒的に多い。また、製品の扱い方の説明
として動画を活用している企業もいくつか見られた。機械の挙動を動画で示すことによって消費者に
対してわかりやすく情報伝達することが可能だと考えられる。「コマツ」のように取扱説明書はホー
ムページで公開せず、代わりに動画の説明を公開している企業も見られた。他に特に注目すべき点と
してデザイン部署やデザインに関連するグループ会社を持たない企業が多いことが挙げられる。取扱
説明書のためにそのような部署が設置されているとも限らないが、このような対企業向けの取引を行
う企業がそこまで魅せ方にこだわっていないと考察することもできる。前述の通り「機械」に属する
企業の多くが取り扱う製品は、一般的な消費者に対して販売するものではなく、対企業に販売するも
のが多い。対象が一般的な消費者でない場合、取扱説明書において「わかりやすさ」がそこまで求め
られておらず、むしろ正確な技術伝達が求められていると考えられる。

33

PDFとは Portable Document Formatの略で電子上の文書フォーマットのことである。
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3-1-2.電気機器
「電気機器」には28社が属している。これはNikkei225の36分類の中で最も多い分類である。その
ため様々な種類の取引形態の企業があり、取扱説明書の公開状況も様々であった。それぞれの企業の
取扱説明書の公開状況は表14で示す通りである。
表14 「電気機器」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

富士通

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

TDK

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

東京エレクトロン

ホームページ上で公開

PDF形式

なし

オムロン

ホームページ上で公開

PDF形式

なし

スクリーンHD

ホームページ上で公開

ログインが必要

なし

NEC

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

ソニー

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

太陽誘電

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

富士電機

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

エプソン

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

日立製作所

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

アドバンテスト

ホームページ上で公開

ログインが必要

なし

シャープ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

安川電機

ホームページ上で公開

ログインが必要

なし

OKI

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

GSユアサ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

ミネベア

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

三菱電機

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

日清紡HD

ホームページ上で
公開されておらず

パナソニック

ホームページ上で一般公開

PDF形式
三洋の製品も含まれる

あり

ファナック

ホームページ上で公開

会員登録が必要

なし

京セラ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

リコー

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

アルプスアルパイン

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

横河電機

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

なし
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キヤノン

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

カシオ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

デンソー

ホームページ上で公開

PDF形式(ログインが必要)

あり

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「電気機器」は前述の通り多種多様な企業が含まれるグループである。基本的に一般消費者向けの
製品を扱う企業が多くを占めるが、中には対企業向けの製品を扱う企業も少なからず存在する。公開
されている取扱説明書の形式はPDF形式がほとんどを占めた。ホームページ上で取扱説明書のページ
にアクセスすることは可能だが、個人情報登録をすることが必須の企業も多く見られた。それらの企
業は、一般的な消費者向けではなく、企業向けの製品を扱っている事例が多かった。デザイン部署の
有無に注目すると、企業の性質による傾向を見ることができる。デザイン部署がある企業は、一般的
な消費者が購入する製品を扱っている場合が多い。デザイン部署を持つことが確認された「富士
通」、「ソニー」、「エプソン」、「キヤノン」といった企業はそのような製品を多く扱っているこ
とは自明のことである。反対にこのような部署を持たない「東京エレクトロン」、「ミネベア」、
「京セラ」のような企業は、専門的な製品を扱う場合が多い。取扱説明書の公開を確認できなかった
「日清紡HD」は、一般的な消費者向けというより企業や専門的な消費者向けの製品を多く扱ってい
る。このことから企業向けにビジネスを展開している企業は、取扱説明書の公開を万人に対して行う
のではなく、取引先との閉じられた空間でのやりとりを行なっている可能性が考えられる。

3-1-3.自動車
「自動車」には10社が属している。それぞれの企業の取扱説明書の公開状況は表15で示す通りであ
る。
表15 「自動車」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

ヤマハ発動機

2000年以降に発売された製品
の取扱説明書をホームページ
上で一般公開

PDF形式

あり

いすゞ自動車

ホームページ上で
公開されておらず

会社へ問い合わせ

なし

スズキ

ホームページ上で一般公開

PDF形式
車種をビジュアルから選択可能

なし

三菱自動車

ホームページ上で一般公開

PDF形式
車種をビジュアルから選択可能

あり

日産自動車

ホームページ上で一般公開

PDF形式
動画形式
車種をビジュアルから選択可能

あり

マツダ

ホームページ上で一般公開

PDF形式
電子形式

あり

日野自動車

ホームページ上で
公開されておらず

会社へ問い合わせ

あり

ホンダ

ホームページ上で一般公開

モデル名から検索
PDF形式

あり

SUBARU

ホームページ上で一般公開

PDF形式
スマートフォンアプリもあり

あり

トヨタ自動車

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり
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著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
このように「自動車」は取扱説明書の公開状況が非常に高い。ほとんどの企業がホームページ上で
取扱説明書をPDF形式でダウンロードすることができる。「スズキ」、「三菱自動車」、「日産自動
車」、「マツダ」はPDF形式の他に、読み手側がビジュアルから車種を選択し必要な情報だけを見つ
けることができる機能を取扱説明書の公開ページに同様に公開している。(付録にホームページのス
クリーンショットを添付する。)具体的なホームページの内容については次の節で触れる。また、
「機械」、「電気機器」の企業に比べてデザイン部署、グループ会社を所有しているケースが多く見
られた。これらの部署はおそらく自動車の設計などを手がけていると考えられるが、取扱説明書の制
作に関わっている可能性もある。この点に関しては後ほど触れていきたい。「いすゞ自動車」、「日
野自動車」のような、一般的な消費者ではなく、業者向けの自動車を扱っている企業はホームページ
上で取扱説明書を公開していない。自動車においても取引先の違いによる取扱説明書の公開状況の差
を確認することができた。

3-1-4.精密機器
「精密機器」には5社が属している。それぞれの企業の取扱説明書の公開状況は表16で示す通りで
ある。
表16 「精密機器」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

オリンパス

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

コニカミノルタ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

シチズン時計

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

ニコン

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

テルモ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「精密機器」は全ての企業がホームページ上での公開を行っている。「精密機器」に属する企業は
一般的な消費者を相手に販売を行う。「コニカミノルタ」は様々な事業を展開しており、その中で
「ビジネスソリューション」部門のみが取扱説明書を公開していた。この部門ではオフィス用品など
を扱っている。他の部門では専門性の高い製品を扱っており、取扱説明書の公開を確認することがで
きなかった。このことから取扱説明書の公開状況は扱う製品が要因となって変化すると考えられる。

3-1-5.小括
ここまでNikkei225の「機械」、「電気機器」、「自動車」、「精密機器」の4分類に属する企業の
取扱説明書の公開状況について分析を進めた。4つの分類の分析からわかるのは、取扱説明書の公開
は各企業が扱う製品によって変化するということである。特に一般的な消費者を相手にする製品の取
扱説明書が公開されているということが分析からわかった。このような状況の背景には取引の構造が
関連していると考える。取引の形態は様々な種類があるが、代表的なものは「企業間取引」、「企業
対消費者間取引」の2種類の取引である。前者は企業と企業同士の取引である。企業といっても様々
な企業を想定することができるので、取引の形態には多くの種類があると考えられる。後者は企業と
一般消費者の間で行われる取引のことである。こちらは企業と一般消費者のワンパターンのみを考え
れば良いので、前者の取引に比べれば極めて単純な構造である。一口に製品といっても様々な種類が
あることは明白である。ここで一般的消費者に対して販売される製品、一般的な製品について考え
る。
第2章で取り上げた消費生活用製品安全法では、消費生活用製品、すなわち一般的な製品(消費生活
用製品)についての言及がなされている。消費生活用製品安全法では具体的に消費生活用製品が定義
されているわけではない。なぜならば、新たな製品が次々と世の中へ出るたびに、それらすべてを法
に記載していくことは事実上不可能である。したがって消費生活用製品安全法においては、消費生活
から除外される製品についてのみが明確に列記されている。したがって、消費生活用製品とは、 電気
用品やガス器具等を含めて、私たちの身の回りにある、ありとあらゆる製品であると認識することが
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必要である。34本稿では消費生活用製品安全法での記述を参考に、以下表17のような3分類を企業に対
して行う。各企業を消費生活用製品安全法の消費生活用製品の定義に基づいて分類する。
表17 企業分類定義
B to B(企業間取引)

B to B/C

B to C(企業対消費者間取引)

消費生活用製品の定義から
除外される製品を扱う企業

消費生活用製品の定義に当て果
てはまる製品、定義から除外さ
れる製品の両方を扱う企業

消費生活用製品の定義に
当て果てはまる製品を扱う企業

消費生活用製品安全法の記述を参考に著者が独自に作成。
幅広い業種を内包する「電気機器」に対応させるために、「B to B」、「B to C」の2分類に加えて
「B to B/C」という分類を本稿では独自に策定した。この分類を「機械」、「電気機器」、「自動
車」、「精密機器」に対して適用し、これまでに見てきた取扱説明書の公開状況から考えることので
きる仮説を概念図として表すと以下の図10のようになる。
図10 企業分類概念図

著者作成。
ここまで見てきた企業ごとの取扱説明書の公開状況、デザイン部署の有無を総合的に考えると概念
図のような仮説を立てることができる。一般的な消費者に向けた製品を作る企業は「わかりやすさ」
を重視したデザインを心がけ、ホームページで誰でもアクセスできるようにしていると考えられる。
反対に、専門的な消費者、企業に向けた製品を作る企業は取引相手がある程度の知識を持っている前
提で製品を作っていると考えられるので、「わかりやすさ」にそこまで拘らず、正確な情報伝達を重
視していると考えられる。
続いて各企業がどのようにしてホームページ上で取扱説明書を公開し、消費者がそれぞれの製品の
取扱説明書にいかにして辿り着くのかという過程に注目していく。

3-2.業界ごとの取扱説明書公開方法
各企業が自社のホームページで取扱説明書を公開している点については、前節で触れた通りであ
る。ホームページで公開していると一口に言っても、具体的な製品の取扱説明書にたどり着くまでの
プロセスは企業毎に異なる。本稿で取り上げる4分類の企業のうち、ホームページ上で取扱説明書を
公開している企業のホームページ上での取扱説明書の検索方法について注目し分析を進めていく。実
際に各企業の取扱説明書が公開されているホームページを参照しその特徴をまとめる。ここでは取扱
説明書を公開している企業のみを取り上げる。

3-2-1.機械
「機械」に属する15社のうち9社が自社のホームページで取扱説明書を公開している。表18で「機
械」に属する各企業の取扱説明書の公開方法の特徴を簡潔にまとめる。
表18「機械」企業群の取扱説明書公開状況

(参考) 経済産業省、「消費生活用製品の定義」、
https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/02.html(2020年12月10日閲覧)。
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企業名

取扱説明書検索方法

荏原

製品名称が一覧になった表から探す
製品のビジュアルは無し

ジェイテクト

製品カテゴリから製品名を絞り込む
製品のビジュアルは無し

クボタ

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から製品名を選択
製品のビジュアルは無し

NTN

製品名称が一覧になった表から探す
製品ごとのビジュアルは無し

日本精工

製品名称が一覧になった表から探す
製品のビジュアルは無し

三菱重工
サーマルシステムズ

製品カテゴリから製品名を選択
製品のビジュアル無し

ダイキン

製品カテゴリ(ビジュアルあり)、
機種名、製品名から検索
製品ごとのビジュアルあり

備考

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「機械」に属する企業の取扱説明書の公開方法は、「製品カテゴリ選択」、「製品選択」という経
路を辿る事例が多い。具体的な製品のビジュアルが表示されている企業はなく、品番のみが各ページ
で表示している。また「荏原」、「NTN」、「日本精工」のページでは品番が一覧になった表がある
のみで、用語検索で特定の取扱説明書を絞り込む機能がなかった。もちろん商品数の関係もあると考
えられるが、利用者からすればやや不親切な設計になっていると言える。

3-2-2.電気機器
「電気機器」に属する25社のうち16社が自社のホームページで取扱説明書を公開している。表19は
「電気機器」に属する各企業の取扱説明書の公開方法の特徴を簡潔に示したものである。各企業の
ホームページの画像は付録を参照してもらいたい。

表19「電気機器」企業群の取扱説明書公開状況
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企業名

取扱説明書公開状況

備考

富士通

機種一覧、型名から選択、検索
製品のビジュアルは無し

NEC

個人向け、法人向けの
製品カテゴリから選択
→その後品番を検索

ソニー

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から
製品名から選択
製品ごとのビジュアルは無し

富士電機

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から
製品名を入力

エプソン

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から
キーワードを入力して検索
製品のビジュアルもあり

日立製作所

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から
キーワードを入力して検索
製品のビジュアルは無し

ミネベア

製品名の一覧から選択
製品のビジュアルは無し

三菱電機

「技術資料を探す」という
フォームから検索

パナソニック

製品カテゴリ(ビジュアル無し)、
品番から検索
製品ごとのページにビジュアルあり

シャープ

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から
キーワードを入力して検索
製品のビジュアルなし

電子版取扱説明書もあり

京セラ

形式から検索
製品ごとのビジュアルは無し

取扱説明書以外に
クイックガイドあり

リコー

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から、
キーワードを入力して検索
製品ごとのビジュアルは無し

アルプスアルパイン

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から、
キーワードを入力して検索
製品ごとのビジュアルは一部あり

横河電機

製品名の一覧から選択
製品のビジュアルは無し

キヤノン

製品カテゴリ(ビジュアルあり)から、
キーワードを入力して検索

カシオ

カテゴリ選択後に品番検索

デンソー

製品名の一覧から選択
製品のビジュアルは無し

取扱説明書以外にも
仕様書、CADデータなどが
閲覧可能
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著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「電気機器」に属する企業の取扱説明書の公開方法は、「製品カテゴリ選択」、「製品選択」とい
う経路を辿る事例が多い。「機械」の企業に比べると、用語検索の機能が充実しており、品番の羅列
から特定の製品に到達するという設計の企業はほとんど見られなかった。このような設計になってい
るのはB to B型企業の「ミネベア」、「横河電機」、「デンソー」である。また「三菱電機」は取扱
説明書以外にも様々な技術文書を公開していた。「京セラ」は取扱説明書の簡易版としてクイックガ
イドも公開していた。

3-2-3.自動車
「自動車」に属する10社のうち8社が自社のホームページで取扱説明書を公開している。表20で
「自動車」に属する各企業の取扱説明書の公開方法の特徴を簡潔にまとめる。
表21「自動車」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

ヤマハ発動機

排気量、モデル名称、年式から検索
機種コードからも検索可能

2000年頃からの取扱説明書を
参照可能

スズキ

車種ごとのビジュアルから選択
車の区分から選択可能

三菱自動車

車の区分選択、車種選択
車種ごとのビジュアルあり

日産自動車

車種名、年式から選択
車種ごとのビジュアルあり

車種ごとの3Dモデルが閲覧可能

マツダ

車種名を選び、年式選択
車種ごとのビジュアルあり

車種ごとの3Dモデルが閲覧可能

ホンダ

車種名、年式から選択
車種ごとのビジュアル無し

1980年代の取扱説明書も
PDF形式として閲覧可能

SUBARU

車種名から選択
車種ごとのビジュアルあり

取扱説明書が閲覧可能な
スマートフォンアプリもあり

トヨタ自動車

車種名から選択

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「自動車」に属する企業の取扱説明書の公開方法は、「車種選択」、「年式選択」という経路を辿
る事例が多い。各車種ごとのビジュアルがきちんと表示されていた。「機械」と「電気機器」の企業
には見られなかった、ビジュアルでの説明書が一際目立った。「日産自動車」と「マツダ」が実装し
ており、ホームページ上で3Dモデルを操作し、見たい部分を感覚的に見つけ出して、その部分の情報
を知ることができる。図11で日産の具体例を示す。

図11 日産自動車X-TRAILビジュアル検索
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引用：日産自動車『X-TRAIL ビジュアル検索』
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/X-TRAIL_HV_SPECIAL/2011/index.html#!visual(
2021年1月19日閲覧)
利用者は車の特定の部分を選択し、簡単に情報を得ることができる。第1章でも述べた、消費者は
必要な情報を抜き出して読む傾向が強いという状況に対応した結果このようになったと考えることが
できる。

3-2-4.精密機器
「精密機器」に属する5社全てが自社のホームページで取扱説明書を公開している。表22で「精密
機器」に属する各企業の取扱説明書の公開方法の特徴を簡潔にまとめる。
表22「精密機器」企業群の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

オリンパス

製品名一覧から探す
製品のビジュアル無し

コニカミノルタ

製品カテゴリから検索
製品ごとのビジュアル無し

シチズン時計

製品名で検索

よく閲覧される製品の
上位5位が公開されている

ニコン

製品名検索、製品ビジュアルから探す

紙の取扱説明書も
購入可能

テルモ

製品(ビジュアルあり)一覧から選択

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「自動車」に属する企業の取扱説明書の公開方法は、「製品カテゴリ選択」、「製品選択」という
経路を辿る事例が多い。扱っている品種が少ない企業では、「製品カテゴリ選択」の段階が抜けて、
直接「製品選択」を行う事例も見られた。「シチズン時計」では閲覧される頻度の高い製品が表示さ
れるという仕組みがあり、検索の手間を省くことを可能にしている。

3-2-5.小括
「機械」、「電気機器」、「自動車」、「精密機器」の4分類に属する企業の取扱説明書の公開方
法について分析を進めた。どの業界であっても取扱説明書にたどり着く過程に大きな差は見られな
かった。4業界の取扱説明書の公開方法の分析結果から、「一般型」、「羅列型」、「特殊型」の3つ
に分類を行なった。「一般型」は「製品カテゴリ」を選択し、そのページから各製品を探す形式であ
る。多くの企業がこの形式に加えて、用語検索の機能も実装させていた。3つの型の中で最も多い形
式である。「羅列型」は「製品カテゴリ」の項目がなく、ホームページに製品の品番がただ羅列され
ている形式である。主に「機械」と「電気機器」に属する企業がこの形式を取っていた。「特殊型」

38

は文書形式の取扱説明書ではなく、消費者が感覚的に製品の情報を集めることができる形式である。
「自動車」に属する企業のいくつかが採用していた。以下の表23にこれらの形式の特徴を整理する。
表23 取扱説明書公開方法分類
一般型

羅列型

特殊型

概要

製品カテゴリを選択し
各製品を絞り込む
用語検索で絞り込みも可能

製品が羅列されており
そこから目的の製品を探す
用語検索で絞り込みも可能

文書形式ではなく
感覚的に操作をする

該当企業

多くの企業

荏原、横河電機、デンソー

日産自動車、マツダ

著者作成。
4業界の企業のほとんどは「一般型」であった。製品カテゴリという大分類から個々の製品を探し
出すという検索過程が現時点での一般的な方法であると考えられる。「機械」と「電気機器」の企業
のいくつかが該当している「羅列型」は、利用者とってそこまで親切な設計ではない。それでもこの
形式を取り続けているということから、「わかりやすさ」に対してそこまで力を注いでいないと考え
られる。もちろん扱っている製品が少ないために、製品名を羅列している可能性も否定はできない
が、ホームページを開いたときの圧迫感は否めない。「特殊型」はこの中で特に注目すべき事例で、
第2章で取り上げた
IEC/IEEE 82079-1:2019の第9章では、文書に限らず様々な媒体を通して使用情報
を伝えるべきとの記述があった。「日産自動車」、「マツダ」は既にこの規格に対応しており、企業
として一歩先に進んでいるということができる。これらの企業にはデザイン部署があり、この部署の
存在もこのような進歩に一役買っているのではないかと考えられる。取扱説明書の公開方法にも業種
ごとの傾向を読み取ることができた。

3-3.取扱説明書の内容分析
ここでは取扱説明書の内容を分析する。ほとんどの企業がPDF形式での公開を行なっているので、
ここではPDF形式のみを対象として分析を行う。前節までと同様に「機械」、「電気機器」、「自動
車」、「精密機器」それぞれの取扱説明書の特徴をまとめて分析を行う。各企業の取扱説明書の特徴
を表にまとめ、その中から特定の企業を抽出し、その企業の取扱説明書に対してより細かな情報を分
析していく。第2章で取り上げたIEC/IEEE 82079-1:2019の第8章では情報の組み立て方について言及さ
れており、以下のように記述されている。
主に注目すべき点は、情報の組み立てられ方、文書全体のレイアウトである。参考までに各企業の
デザイン部署の有無を表に再掲する。特徴として「タテ」、「ヨコ」という表現を用いるが、これは
用紙がタテ向きかヨコ向きかを示したものである。

3-3-1.機械
「機械」に属する企業が公開している取扱説明書の特徴は表24に示す通りである。
表24 「機械」企業群の取扱説明書の特徴
企業名

取扱説明書の特徴

備考

デザイン部署の有無

荏原

製品ごとの表紙統一
タテ

白黒

なし

ジェイテクト

製品ごとの表紙統一
タテ

表紙のみ色使用

なし

クボタ

製品ごとの表紙統一なし
ヨコ

表紙のみ色使用

あり

NTN

製品ごとの表紙統一
タテ

白黒

なし

日本精工

製品ごとの表紙統一
タテ

白黒

なし
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三菱重工

製品ごとの表紙統一
タテ

白黒

なし

ダイキン

製品ごとの表紙統一
タテ

白黒

あり

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「機械」の企業の取扱説明書は極めて簡素なものが多い。ここでいう簡素とは白黒で基本的に文字
と画像の組み合わせであることを表している。ここではデザイン部署の有無を基準として「日本精
工」と「クボタ」の取扱説明書を例に分析を進める。

3-2-2-1.日本精工
日本精工のM–E099XE0K2–015の取扱説明書を取り上げる。

図12 M–E099XE0K2–015 取扱説明書表紙

日本精工「M–E099XE0K2–015 」より
表紙には製品の名称、取扱説明書の記載事項が簡潔にまとめられている。続いて目次に注目する。
図13.14M–E099XE0K2–015 取扱説明書 目次
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日本精工「M–E099XE0K2–015 」より
目次は文字のみで構成され、製品のビジュアルと照らし合わせながら閲覧する目次は見られなかっ
た。続いて文書のレイアウトに注目する。
図15 M–E099XE0K2–015 取扱説明書 p19

日本精工「M–E099XE0K2–015 」より
1列でレイアウトされている。文章ではなく、箇条書きの短めの文で説明がなされているのが特徴
的である。

3-2-2-2.クボタ
クボタが販売しているRIV-X900の取扱説明書を取り上げる。
図16 RIV-X900 取扱説明書 表紙
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RIV-X900 取扱説明書
表紙には製品ビジュアルのみが記載されており、クボタの企業カラーが使用されている。続いて目
次に注目する。
図17 クボタRIV-X900 取扱説明書 イラスト目次、目次

目次はビジュアル目次と総合目次の2種類があり、ビジュアル目次では機能や部品から、総合目次
では行動から、必要な情報を探し出すことができる。文書冒頭にはクイックガイドがあり、自動車に
必要な基礎的な情報が記述されている。末尾には索引が設けられており、用語からも情報を探すこと
ができるようになっている。続いて文書のレイアウトに注目する。
図18 クボタRIV-X900 取扱説明書 p29
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2列でレイアウトされている。イラストが多く用いられており、複雑な製品の扱い方をわかりやす
く示している。

3-3-2.電気機器
「電気機器」に属する企業が公開している取扱説明書の特徴は表25に示す通りである。
表25 「電気機器」企業群の取扱説明書の特徴
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

富士通

製品ごとの表紙統一
タテ

なし

NEC

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

ソニー

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

富士電機

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

エプソン

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

日立製作所

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

アドバンテスト

製品ごとの表紙統一
タテ

なし

ミネベア

製品ごとの表紙統一
タテ

なし
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三菱電機

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

パナソニック

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

シャープ

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

京セラ

製品ごとの表紙統一
タテ

なし

リコー

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

アルプスアルパ
イン

製品ごとの表紙統一
タテ

なし

横河電機

製品ごとの表紙統一
タテ

なし

キヤノン

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

カシオ

製品ごとの表紙統一なし
タテ/ヨコ

あり

デンソー

製品ごとの表紙統一
タテ

あり

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「電気機器」の企業は先述したJTCAの法人会員として「オムロン株式会社」、「カシオ計算機株
式会社」、「キヤノン株式会社」、「セイコーエプソン株式会社」、「パナソニック株式会社」、
「株式会社日立製作所」、「三菱電機株式会社」、「横河電機株式会社」、「株式会社リコー」が参
画しており、TCへの関心がより一層高い業界であると考えられる。ここではJTCAの法人会員である
かないかを比較の軸として、会員である「パナソニック」と、会員ではない「富士通」の取扱説明書
を取り上げる。これら2社は共にノートパソコンを製造しているので、それぞれの企業のノートパソ
コンの取扱説明書を取り上げて、どのような差があるのかを比較する。

3-3-2-1.パナソニック
パナソニックのノートパソコンのCF-R4シリーズの取扱説明書を取り上げる。
図18 CF-R4シリーズ取扱説明書 表紙

44

CF-R4シリーズ取扱説明書
表紙には、製品のビジュアルや説明書の種類が記載されており、どのような情報を得ることができ
るのかが明確になっている。パナソニックは取扱説明書が数種類に分割されて設計されており、用途
に応じて用意されている。紙の取扱説明書では基本的な説明に留めており、より詳しい機能について
知りたい場合にはWebページの取扱説明書を参照するように誘導している。
図19 CF-R4シリーズ取扱説明書 目次

CF-R4シリーズ取扱説明書
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目次の構成は「まず準備」、「使ってみる」、「守って快適に」、「困ったときは」、「大切な情
報」の5分類ごとになっている。具体的な機能名称で情報を構成するのではなく、わかりやすく平易
な表現で取扱説明書を区分し、情報構築がなされていることがわかる。消費者は自分のしたい行動に
基づいて情報を探すことができる。続いてどのようなレイアウトになっているのかに注目する。
図20 CF-R4シリーズ取扱説明書 p21

パナソニックの取扱説明書には一定の規則性が見られた。基本的に2列で情報が構成されている。
全ページにわたって、文書の左側の列に画像、右側の列に文章が配置されており、常に同じレイアウ
トで取扱説明書を読むことができる。

3-3-2-2.富士通
富士通のノートパソコンのB6FK-2801-01の取扱説明書を取り上げる。
図21 ノートパソコンB6FK-2801-01取扱説明書 表紙
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B6FK-2801-01取扱説明書
表紙には取扱説明書の内容の説明、スマートフォンアプリの案内が行われている。製品のビジュア
ルの記載はなく、どのような製品なのかという情報を表紙から読み取ることが難しい。また製品の品
番が小さく記載されており、消費者によってはわかりづらい設計となっている。続いて目次に注目す
る。
図22ノートパソコンB6FK-2801-01取扱説明書 イラスト目次

B6FK-2801-01取扱説明書
製品の部品ごとに対応した目次が記載されている。先ほどのパナソニックのように、取扱説明書全
体を俯瞰した目次の記載はなく、各章の冒頭部分で章ごとの目次がその都度掲載されている。文書の
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冒頭でどのような情報構成になっているのかやや読み取ることが困難となっている。富士通では機能
や部品を中心として情報が構築されており、消費者の行動がそこまで重視されていない印象を受け
る。続いて文書のレイアウトに注目する。
図23 ノートパソコンB6FK-2801-01取扱説明書 p47

B6FK-2801-01取扱説明書
基本的に1列で情報が構成されている。文章はもちろん、画像が多く使われているが、それぞれの
配置に規則性は見られなかった。1列というレイアウトは変わらないものの、画像の配置に規則性が
ないために、画像が極端に多いページ、文章が極端に多いページというような偏りも認められた。

3-3-3.自動車
「自動車」に属する企業が公開している取扱説明書の特徴は表26に示す通りである。
表26「自動車」企業群の取扱説明書の特徴
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の有無

ヤマハ発動機

製品ごとの表紙統一
タテ

イラストと目次が対応

あり

スズキ

製品ごとの表紙統一なし
タテ

イラストと目次が対応

なし

三菱自動車

製品ごとの表紙統一
ヨコ

イラストと目次が対応

あり

日産自動車

製品ごとの表紙統一
ヨコ

イラストと目次が対応

あり

マツダ

製品ごとの表紙統一
タテ

イラストと目次が対応

あり

ホンダ

製品ごとの表紙統一
ヨコ

イラストと目次が対応
2009年にデザイン一新

あり
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SUBARU

製品ごとの表紙ほぼ統一
ヨコ

イラストと目次が対応

あり

トヨタ自動車

製品ごとの表紙統一
タテ

イラストと目次が対応

あり

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「自動車」の企業の取扱説明書は、自動車の部品の多さ、機能の多さから非常に多いページ数を持
つ。どの企業も400ページほどの取扱説明書となっており、情報量が極めて膨大である。ここではデ
ザイン部署の有無を比較の軸として、デザイン部署のある「ホンダ」と部署のない「スズキ」を取り
上げることにする。

3-3-3-1.ホンダ
ホンダのオデッセイの取扱説明書を取り上げる。まずは表紙に注目する。
図24 ホンダ オデッセイ取扱説明書 表紙

オデッセイ取扱説明書
表紙には製品の名称、取扱説明書の記載事項がまとめられている。ページ数は475pと非常に長いの
で、文書冒頭に情報が簡潔にまとまったクイックガイド、巻末に索引が付属しているのが特徴であ
る。自動車の構成部品の多さ、機能の多さは自明であり、そのような状況下できちんと情報が探しや
すい設計がなされている。続いて目次に注目する。
図25 ホンダ オデッセイ取扱説明書 ビジュアル目次

オデッセイ取扱説明書
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文書冒頭のクイックガイドの中で上記のようなビジュアル目次が掲載されている。車内の部品、車
外のビジュアルが全て掲載されており、それぞれがページ数と紐づけられている。利用者は必要な情
報を部品に基づいて探し出すことができる。
図26 ホンダ オデッセイ取扱説明書 目次

オデッセイ取扱説明書
通常の目次では、機能や状況に基づいた情報設計がされていることが読み取れる。ここでは表紙の
デザインが活用されており、文書全体としての統一感もある。続いて文書のレイアウトに注目する。
図27 ホンダ オデッセイ取扱説明書 p138

オデッセイ取扱説明書
文書全体を通して2列でのレイアウトになっている。列の左側にはイラストや基本的な文章、右側
にはより詳しい情報が記載されており、関連情報や参照情報を知ることができる。常にこのレイアウ
トが変わらないので、非常にわかりやすい設計になっていると言える。

3-3-3-2.スズキ
スズキのアルトの取扱説明書を取り上げる。
図28 スズキ アルト取扱説明書 表紙
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スズキ アルト取扱説明書
表紙には製品名の他に文書での記載ルールや安全に関わる情報が記載されているが、どのような
内容が記載されているのかついては言及がない。続いて目次に注目する。
図29 スズキ アルト取扱説明書 目次

スズキ アルト取扱説明書
目次はビジュアル目次と総合目次の2種類があり、ビジュアル目次では機能や部品から、総合目次
では行動から、必要な情報を探し出すことができる。文書冒頭にはクイックガイドがあり、自動車に
必要な基礎的な情報が記述されている。末尾には索引が設けられており、用語からも情報を探すこと
ができるようになっている。続いて文書のレイアウトに注目する。
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図30 スズキ アルト取扱説明書 p2-24

スズキ アルト取扱説明書
2列で文書が組まれている。画像や文書の配置に特に規則性はなく、情報が淡々と記述されている
印象を受ける。重要な情報がその都度、警告という枠に囲われて強調されている。

3-3-4.精密機器
「精密機器」に属する企業が公開している取扱説明書の特徴は表27に示す通りである。
表27「精密機器」企業群の取扱説明書の特徴
企業名

取扱説明書公開状況

備考

オリンパス

製品ごとの表紙統一なし
タテ

あり

コニカミノルタ

製品ごとの表紙統一なし
タテ

あり

シチズン時計

製品ごとの表紙統一
ヨコ

あり

ニコン

製品ごとの表紙統一なし
タテ

テルモ

製品ごとの表紙統一なし
タテ/ヨコ

詳細版もあり

デザイン部署の有無

あり

なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。
「精密機器」では「株式会社ニコン」がJTCAの法人会員となっている。したがってここでは、法
人会員である「株式会社ニコン」とそうではない「オリンパス」を取り上げる。2社は共にカメラ事
業を行なっているので、それぞれのカメラの取扱説明書を取り上げて比較する。

3-3-4-1. ニコン
ニコンのCOOLPIX Aの取扱説明書を取り上げる。
図31 ニコンCOOLPIX A 取扱説明書 表紙
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ニコンCOOLPIX A 取扱説明書
表紙には製品名とビジュアルのみが記載されており非常に簡素である。
図32,33 ニコンCOOLPIX A 取扱説明書 目次

目次にはカメラのビジュアルに紐づけられ機能や部品に注目した目次と、使い方に注目した一般的
な目次の2種類が記載されている。前者の目次はクイックガイドの中に含まれており、製品の情報を
効率よく知りたい人向けに当てられていると考えられる。続いて文書のレイアウトに注目する。
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図34 ニコンCOOLPIX A 取扱説明書 p83

1列でレイアウトされている。基本的に画像は文書の右側に配置されており、全体的にレイアウト
の統一感が見られる。

3-3-4-2. オリンパス
オリンパスのE5の取扱説明書を取り上げる。
図35 オリンパス E5 取扱説明書 表紙

オリンパス E5 取扱説明書
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表紙には製品名、製品ビジュアル、取扱説明書の情報が記載されている。文書の前半部分に「かん
たんガイド」として製品仕様上で必要最低限の情報がまとめられており、これがあることを簡易的な
目次として示している。この記載があることで、消費者は取扱説明書の情報の組み立てられ方を比較
的容易に理解することができる。続いて目次に注目する。
図36 オリンパス E5 取扱説明書 目次

オリンパス E5 取扱説明書
目次にはカメラのビジュアルに紐づけられ機能や部品に注目した目次と、使い方に注目した一般的
な目次の2種類が記載されている。前者の目次はクイックガイドの中に含まれており、製品の情報を
効率よく知りたい人向けに当てられていると考えられる。続いて文書のレイアウトに注目する。
図37 オリンパス E5 取扱説明書 p47
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オリンパス E5 取扱説明書
1列でレイアウトされている。画像の配置に特に規則性はなく、ページによって文字、画像の量の
偏りが見られた。

3-3-5.小括
ここまで4業種の取扱説明書の中身の分析を行ってきた。文書のレイアウトや情報の組み立て方に
注目して様々な取扱説明書を分析してきた。全体の共通点、さらには業界ごとのまとめを行う。
共通点は、業界を問わずに製品安全の情報が文書の前半部分に記載されている点である。以下の図
の国際規格で定められているマークと共に製品のリスクや安全情報がまとめられている。
図38 警告マーク

引用：ISO”ISO 7010-W001”
https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7010:W001(2021/01/25閲覧)
第2章でも触れたように取扱説明書は使用方法を伝えるものではなく、安全情報も同時に伝えるも
のである。各企業の取扱説明書においてこのような情報が文書の前半部分に配置されていることか
ら、企業の安全への配慮がなされていることがわかった。続いてそれぞれの業界の取扱説明書の分析
結果をまとめる。
「機械」ではデザイン部署の有無を基準として、デザイン部署のある「クボタ」と「日本精工」の
取扱説明書の比較を行った。「クボタ」は画像を多く用いて、
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「電気機器」ではJTCAの法人会員であるか否かを基準として、会員である「パナソニック」と「富
士通」の取扱説明書の比較を行った。「パナソニック」の取扱説明書は、消費者の行動を軸に設計さ
れており、さらには文章や画像の配置の規則性を見いだすことができた。どのページにおいても基本
的なレイアウトが変わらず、消費者にとって非常に読みやすくなっていた。一方「富士通」の取扱説
明書は、製品の部品を軸に設計されており、消費者にとって少し不親切だった。このようなことか
ら、JTCAの法人会員である「パナソニック」の取扱説明書は消費者にとって親切な設計になってい
ると言える。
「自動車」ではデザイン部署の有無を基準として、デザイン部署のある「ホンダ」とそうでなはな
い「スズキ」の取扱説明書の比較を行った。「ホンダ」にはレイアウトの統一性が認められた。「ス
ズキ」には統一性は認められず、情報がただただ羅列されていた。
「精密機器」ではJTCAの法人会員であるか否かを基準として、会員である「ニコン」とそうではな
い「オリンパス」のカメラの取扱説明書の比較を行った。これら2社は共に取扱説明書の冒頭部分に
必要最低限の情報をまとめた章を設け、そこだけを読めば製品を動かすことができるような設計がな
されていた。レイアウトには大きな差異は認められなかった。
4つの業界をJTCAの法人会員であるか否か、企業内のデザイン部署の有無でそれぞれ分析してき
た。取扱説明書に記載されている内容の違いはほとんど見れらなかったが、情報の構築、伝達方法に
差が見られた。JTCAの法人会員の企業は、文書上での情報の位置が決まっており、文書全体を通し
ての一貫性が見れらる場合が多かった。反対にそうでない企業は、文書全体に一貫性が見られず、情
報が羅列されており、文書から煩雑な印象を受ける場合が多かった。また取扱説明書を分割し、必要
最低限な情報のみをまとめ、さらに詳しい情報はWebページや電子取扱説明書に委ねるという設計を
している企業もあった。これは消費者が必要な情報のみを得るために取扱説明書を利用するという最
近の風潮に企業が対応した結果であると言える。このようなことから企業は取扱説明書を少しずつ文
書形式から脱却させ、新たな媒体へと変化させようとしている傾向を読み取ることができ、この傾向
は特に「電気機器」、「自動車」、「精密機器」という一般的な消費者を顧客とする企業に多く見ら
れた。

3-4. 分析総括
本章ではNikkei225の企業分類である「機械」、「電気機器」、「自動車」、「精密機器」の4業種
の取扱説明書を様々な観点から分析した。一般的な消費者を相手にする企業ほど、取扱説明書をホー
ムページ上で公開し、読みやすい取扱説明書の設計を行っているという仮説のもとで分析を進めてき
た。確かにこの傾向は企業の分析を通して確認することができた。しかし取扱説明書の中身だけでな
く、取扱説明書の公開方法でも差が見られるということがわかった。膨大な数の製品の中から、消費
者が自分の求める製品を見つけやすいような情報設計がなされていた。この傾向も一般的な消費者を
相手にする企業に多く見られ、そうでない企業であっても企業にデザイン部署がある場合はそのよう
な設計がなされていた。取扱説明書の形式はほとんどの企業が文書形式を採用していた。しかしなが
ら一部の企業は、ビジュアルで直感的に操作可能な取扱説明書や、スマートフォンアプリの活用、動
画を使って製品の説明をするという取り組みを行っていた。このような取り組みを行っている企業は
内部またはグループ会社にデザイン部署がある場合が多かった。
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4.結論
本稿では、技術が社会にどのように接続されているのかについて、TCという新しい概念、法律、規
格、企業ごとの取扱説明書への向かい合い方の視点からの分析を行った。
新興の概念のTCについて注目下が、TCと銘打たれた活動はまだまだ発展途上である。この概念が
生まれる前から、当然同様の営みは行われていたわけであり、後付けで名前が付いたに過ぎない。
人々の生活に技術がより一層入り込んできた現代において、このような概念の重要性が認識され始め
た結果、TCという考え方が生まれたと考えられる。注目すべきはJTCAのようにTCを推進する団体は
に様々な企業が法人会員として参画している点である。95社と数は少ないが、Nikkei225の企業や外
資系の企業も多く参画している事から、今後の活動規模の拡大が予想できる。また、芸術系の学生が
一般的な産業界に年を追うごとに就職している点からも、多くの企業が伝える方法に関心を寄せてい
るということも興味深い。第2章では取扱説明書に関連する法律や規格に注目し、取扱説明書は様々
な制約のもとに成り立っているということを確認した。近年IEC/IEEE 82079-1:2019が制定され、文
書形式だけでなく、動画、仮想現実、拡張現実など様々な媒体を用いて情報の伝達方法が推奨されて
いるのは第2章で触れた通りである。第3章で見たように、現在企業が公開している取扱説明書はほと
んどが文書形式(PDF形式)であった。ただし一部の企業では文書形式ではなく、ビジュアルを生かし
た電子取扱説明書、スマートフォンアプリの活用、動画の活用といった事例、さらには必要最低限の
情報を記載したものを文書形式で、より詳しい他の情報についてはWebページなどの別の媒体で公開
するという事例も見られた。このようなことから企業は少しずつ従来の紙媒体だけでなく、少しずつ
新たな媒体へと取扱説明書を拡張させているという傾向が読み取れた。各企業がどのような形式で取
扱説明書を公開しているのかを明らかにした点は、これまでの先行研究になかった本稿の独自性であ
ると言える。IEC/IEEE 82079-1:2019にも規定されている通り、情報を様々な形式を用いて伝えるこ
とが推奨されており、特に拡張現実や仮想現実の活用は非常に興味深い。これらの形式を用いた取扱
説明書を扱う企業は今回の調査では見つからなかったが、今後の技術発展の中で誕生する可能性は大
いにある。
最後に本稿の研究余地について述べる。今回はNikkei225製造系の企業のみを対象とし、36分類の
中から特定の業種を抽出して分析を行った。今回扱えなかった業種の分析を行うことで、日本におけ
る取扱説明書のより詳しい傾向が見えると考える。日本の企業だけでなく、海外の企業にも目を向け
ることで海外における取扱説明の傾向を知ることができる。また先述の通りTCは取扱説明書だけを対
象としていない。学術論文や講義資料など様々な媒体に適用できる考え方である。例えば講義資料を
例にとれば、どのようにして講義資料を構成すれば内容が伝わるのかという研究も検討できる。留意
しなければならないのは、「わかりやすさ」には様々な種類があり、人によって基準が異なるという
点である。このような状況下でTCの効用を測るためにはは、理論だけでの分析ではなく、実験やイン
タビューも行いながらの研究が妥当であると考える。
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付録
図38 大学の学校数

出典:文部科学省「学校基本調査」『年次統計 大学の学校数』（昭和23年～令和元年）より著者作
成。
図39 大学の在学者数

出典:文部科学省「学校基本調査 年次統計 在籍者数」（昭和23年～）より著者作成。
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図40 関係学科別大学入学者数

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2020」を基に、著者が加工・作成。

化学
表28 「化学」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の
公開状況

備考

デザイン部署の
有無

日東電工

ホームページ上で
一般公開

なし

SDS35公開

なし

信越化学工業

ホームページ上で
公開されておらず

SDS公開

なし

デンカ

ホームページ上で
公開されておらず
ホームページ上で
公開されておらず

SDS公開

あり

三井化学

昭和電工

ホームページ上で
公開されておらず

なし

35

SDSとは安全データシートの略である。化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供す
る際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲
渡または提供する相手方に提供するための文書のこと。(参考:厚生労働省「SDS」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo07_1.html2021/01/10閲覧)
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なし

トクヤマ

なし

宇部興産

ホームページ上で
公開されておらず

あり

DIC

ホームページ上で
公開されておらず

なし

クラレ

ホームページ上で
公開されておらず
ホームページ上で
公開されておらず

なし

住友化学

ホームページ上で
公開されておらず

なし

三菱ケミカルHD

なし

旭化成

ホームページ上で
公開されておらず
PDF形式

なし

東ソー

ホームページ上で
一般公開

カスタマーサポート
として

あり

資生堂

ホームページ上で
公開されておらず

カメラに関連する製品

あり

富士フィルム

ホームページ上で
一般公開
ホームページ上で
公開されておらず

あり

花王

ホームページ上で
公開されておらず

なし

日産化学

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

医薬品
表29 「医薬品」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の
公開状況

備考

デザイン部署の
有無

第一三共

ホームページ上で
一般公開

なし

医療関係者のみ

なし

武田薬品

ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

なし

中外製薬

ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

あり

協和キリン

ホームページ上で
公開されておらず
ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

なし

塩野義製薬

ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

なし

大塚HD
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ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

あり

大日本住友製薬

医療関係者のみ

なし

アステラス製薬

ホームページ上で
公開されておらず

医療関係者のみ

なし

エーザイ

ホームページ上で
公開されておらず

備考

デザイン部署の
有無

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

ゴム
表30 「ゴム」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の
公開状況

横浜ゴム

ホームページ上で
公開されておらず

あり

ブリヂストン

ホームページ上で
公開されておらず

あり

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

窯業
表31 「窯業」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の
公開状況

備考

デザイン部署の
有無

TOTO

ホームページ上で
一般公開

PDF形式

あり

日本電気硝子

ホームページ上で
公開されておらず

なし

日本版硝子

ホームページ上で
公開されておらず

なし

東海カーボン

ホームページ上で
公開されておらず

なし

日本ガイシ

ホームページ上で
一般公開

AGC

ホームページ上で
公開されておらず

なし

太平洋セメント

ホームページ上で
公開されておらず

なし

住友大阪セメント

ホームページ上で
公開されておらず

なし

PDF形式

なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

鉄鋼
表32「鉄鋼」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の

備考

デザイン部署の
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公開状況

有無

大平洋金属

ホームページ上で
一般公開

JFE

ホームページ上で
公開されておらず

なし

神戸鉄鋼

ホームページ上で
公開されておらず

なし

日本製鐵

ホームページ上で
公開されておらず

なし

PDF形式

なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

造船
表33「造船」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

三井E&S

ホームページ上で
公開されておらず

川崎重工

ホームページ上で一般公開

備考

デザイン部署の有無
あり

産業用ロボット

あり

非鉄金属製品
表34 「非鉄金属製品」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書の
公開状況

備考

デザイン部署の
有無

東邦亜鉛

ホームページ上で
公開されておらず

日本軽金属HD

ホームページ上で
一般公開

DOWA
ホールディングス

ホームページ上で
公開されておらず

なし

住友金属鉱山

ホームページ上で
公開されておらず

なし

三井金属

ホームページ上で
公開されておらず

なし

古河電工

ホームページ上で
一般公開

PDF形式

なし

三菱マテリアル

ホームページ上で
一般公開

PDF形式

なし

SUMCO

ホームページ上で
公開されておらず

なし

東洋製罐グループ
ホールディングス

ホームページ上で
公開されておらず

あり

なし

PDF形式

なし
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フジクラ

ホームページ上で
公開されておらず

なし

著者が各企業のホームページを調査し独自に作成。

その他製造
表35「その他製造」に属する企業の取扱説明書公開状況
企業名

取扱説明書公開状況

備考

デザイン部署の
有無

ヤマハ

ホームページ上で一般公開

PDF形式

あり

バンダイナムコ
HD

ホームページ上で
公開されておらず

あり

大日本印刷

ホームページ上で
公開されておらず

あり

凸版印刷

ホームページ上で
公開されておらず

あり
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・TDK株式会社ホームページ
http://www.tdk-media.jp/download/manual.html(2020年11月30日閲覧)
・東京エレクトロン株式会社ホームページ
https://www.electron.co.jp/pure/pure-manual/(2020年11月30日閲覧)
・オムロン株式会社ホームページ
https://www.omron.co.jp/support/target/download/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社スクリーンHDホームページ
https://www.screen-cre.co.jp/service/technical/manual/(2020年11月30日閲覧)
・日本電気株式会社ホームページ
https://jpn.nec.com/dl/catalog.html(2020年11月30日閲覧)
・ソニー株式会社ホームページ
https://www.sony.jp/support/manual.html(2020年11月30日閲覧)
・太陽誘電株式会社ホームページ
https://www.yuden.co.jp/jp/solutions/power_storage_device/solu_psd_download.php(2020年11月30日
閲覧)
・富士電機株式会社ホームページ
https://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/manual/top.html(2020年11月30日閲覧)
・シャープ株式会社ホームページ
https://jp.sharp/support/download.html(2020年11月30日閲覧)
・セイコーエプソン株式会社ホームページ
https://www.epson.jp/support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社日立製作所ホームページ
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社アドバンテストホームページ
https://www.advantest.com/ja/global-services/ps(2020年11月30日閲覧)
・安川電機株式会社ホームページ
https://www.e-mechatronics.com/download/manual/index.html?qAct=Search&qCategory=%E3%82%A4
%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF&qKind=all&qLangJp=1(2020年11月30日閲覧)
・沖電気工業株式会社ホームページ
https://www.oki.com/jp/IPtel/manual/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社ジーエス・ユアサコーポレーションホームページ
https://www.oki.com/jp/IPtel/manual/(2020年11月30日閲覧)
・ミネベアミツミ株式会社ホームページ
http://www.minebea-mcd.com/intec/1_download_i.html(2020年11月30日閲覧)
・三菱電機株式会社ホームページ
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https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/searchTecContents.do?mcid=TORISETSU#hzKbn50=
0&hzKbn60=0&contentsList=2&mcid=TORISETSU&menuContentsId=2&conList=2(2020年11月30日閲
覧)
・日清紡ホールディングス株式会社ホームページ
https://www.nisshinbo.co.jp/field/index.html(2020年11月30日閲覧)
・パナソニック株式会社ホームページ
https://panasonic.jp/p-db/manual/index.html(2020年11月30日閲覧)
・ファナック株式会社ホームページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/outlinedata.html(2020年11月30日閲覧)
・京セラ株式会社ホームページ
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/manual/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社リコーホームページ
https://www.ricoh.co.jp/support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・アルプスアルパイン株式会社ホームページ
http://products.alpine.co.jp/om/owner/top(2020年11月30日閲覧)
・横河電機株式会社ホームページ
https://www.yokogawa.co.jp/library/(2020年11月30日閲覧)
・キヤノン株式会社ホームページ
https://cweb.canon.jp/e-support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・カシオ計算機株式会社ホームページ
https://cweb.canon.jp/e-support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社デンソーホームページ
https://www.denso-wave.com/ja/robot/download/manual/(2020年11月30日閲覧)
「造船」
・株式会社三井E&Sホールディングスホームページ
https://www.mes.co.jp/(2020年12月1日閲覧)
・川崎重工業株式会社ホームページ
https://robotics.kawasaki.com/ja1/products/brochures.html(2020年12月1日閲覧)
「自動車」
・ヤマハ発動機株式会社ホームページ
https://www2.yamaha-motor.co.jp/Manual/Mc/(2020年11月30日閲覧)
・いすゞ自動車株式会社ホームページ
https://www.isuzuseisakusho.co.jp/support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・スズキ株式会社ホームページ
https://www.suzuki.co.jp/car/owners_manual/index_2.html(2020年11月30日閲覧)
・三菱自動車株式会社ホームページ
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/afterservice/manual/index.html(2020年11月30日閲覧)
・日産自動車株式会社ホームページ
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/index.html?vehicle=X-TRAIL(2020年11月30日閲
覧)
・マツダ株式会社ホームページ
https://www.mazda.co.jp/carlife/manual/(2020年11月30日閲覧)
・日野自動車株式会社ホームページ
https://www.hino.co.jp/inquiry/faq/faq03.html(2020年11月30日閲覧)
・本田技研工業株式会社ホームページ
https://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/auto/(2020年11月30日閲覧)
・株式会社ＳＵＢＡＲＵホームページ
https://www.subaru.jp/afterservice/tnst/(2020年11月30日閲覧)
・トヨタ自動車株式会社ホームページ
https://toyota.jp/ownersmanual/(2020年11月30日閲覧)
「精密機器」
・オリンパス株式会社ホームページ
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/index.html(2020年11月30日閲覧)
・コニカミノルタ株式会社ホームページ
https://www.konicaminolta.jp/business/support/usersguide.html(2020年11月30日閲覧)
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・シチズン時計株式会社ホームページ
https://citizen.jp/support-jp/manual/selection.html(2020年11月30日閲覧)
・株式会社ニコンホームページ
https://www.nikon-image.com/support/manual/(2020年11月30日閲覧)
・テルモ株式会社ホームページ
https://www.terumo.co.jp/consumer/support/manual/index.html(2020年11月30日閲覧)
「その他製造」
・ヤマハ株式会社ホームページ
https://jp.yamaha.com/support/manuals/index.html(2020年12月1日閲覧)
・株式会社バンダイナムコホールディングスホームページ
https://www.banasupport.net/(2020年12月1日閲覧)
・大日本印刷株式会社ホームページ
https://www.dnp.co.jp/CGI/contact/form.cgi?mode=privacy(2020年12月1日閲覧)
・凸版印刷株式会社ホームページ
https://www.toppan.co.jp/products-service/(2020年12月1日閲覧)
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