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Adobe XD CC：
ユーザー体験（UX）の
デザインを効率化
Adobe XD の UX 開発ワークフローへの統合が生産性に与えるインパクト

この調査について

本レポートは、Pfeiffer Consulting がアドビの委託にもとづいて実施した市場
別ベンチマーク評価の調査結果を報告するものです。調査の主な目的は、グラ
フィックデザインや画像編集ソフトウェアなど、同等の結果をもたらす他の方
法と比較して、Adobe XD（バージョン 7.0.12.9）を使用した場合の効率と生
産性の向上について検証することです。ベンチマークテストでは、ワイヤーフ
レームからプロトタイプ作成、注釈機能にいたるまで、UX デザイン全体のワー
クフローを調査しました。

ベンチマークには、過去 10 年以上にわたって精度を高めてきた Pfeiffer
Consulting の生産性ベンチマーク調査手法を使用し、熟練した作業者が個々
の作業をおこなうためにかかる時間を測定しました。詳しくは、この文書の
最後にある「調査手法」をご覧ください。
Adobe XD について

Adobe XD は、拡大を続けている Creative Cloud のアプリとサービスのライン
アップに最近加わりました。Adobe XD を使用すれば、UX のデザイナーは
モバイルアプリや web サイトのデザインをすばやく作成し、デザイン修正に
伴う大量の反復作業をミスなく効率的に実施できます。複雑なインタラクティ
ブプロトタイプを作成できるほか、プロトタイプをデバイスでプレビューし
て、オンラインで修正することも可能です。さらに、CC ライブラリのサポー
トによって、Creative Cloud アプリとの連携も実現できます。

概要

tt本レポートは、Photoshop CC や Illustrator CC な
どのグラフィックアプリケーションを使用したプ
ロトタイプ作業と比較して、Adobe XD を使用し
た場合のベンチマーク評価とテクノロジー分析の
調査結果を報告するものです。
ttベンチマークテストでは、使用頻度の高いプロト
タイプの作成ワークフローをいくつか検証した結
果、他の方法と比較して、Adobe XD を使用した
場合は平均で約 3 倍高速化しました。
ttいくつかの一般的なワークフローについて実施し
たベンチマークテストでは、Adobe XD によって
生産性が 10 倍近く向上しました。

ttCreative Cloud ライブラリは、既存のコンテン
ツを利用するために欠かせない要素です。これに
より、UX 開発プロジェクトの最終段階であって
も、Photoshop CC や Illustrator CC で作成したデ
ザインを更新することが可能になります。

これにより、UX デザインのプロセスを飛躍的に高速化できます。実際、
264 におよぶベンチマークテストの結果、Adobe XD を使用すると、作業ス
ピードが従来の手法より約 3 倍高速化することがわかりました。

主なベンチマークの結果：12 のワークフローに関するベンチマーク評価の平均値
Adobe XD を使用した場合（38.01％）
Adobe XD を使用しない場合（100％）
ソリューションごとに、12 個のワークフローシナリオを試した平均値。
合計 264 のベンチマーク評価を測定。
基準値：従来の方法で作業した場合の平均時間。短いほど良い。
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UX デザインにおける
ボトルネックを解消

UX デザインの複雑性

UX デザインの現場は複雑さを極めています。これは 10 年ほど前から成長してきた比
較的新しいクリエイティブ領域ですが、今日では、最も複雑かつ多層構造のワークフ
ローとなっています。

UX デザインが持つ複雑さの本質は、効率と品質を複数の異なる階層で両立させ
る必要があるという点に起因します。視覚的な側面では、最高水準のツールが
求められる中で、構造的な構成要素を紐付け、反復作業の迅速な処理や、様々
なデバイスやプラットフォームへの容易な対応などを実現する必要があります。
また、潜在的なユーザーによるテストや検証がおこなえるよう、プロトタイ
プにインタラクティブな機能を容易に追加できる機能も求められます。
クリエイティブなコンセプトからクリック可能なプロトタイプへ

アプリ開発のプロジェクトは、明確に定義された複数のフェーズで実施します。
まず、構想フェーズが完了したら、次のステップでは、通常、基本的なアーキ
テクチャとインタラクションの概要を示す紙のプロトタイプを手描きで手早
く作成します。続いて、仮のデザインオブジェクトを使用して、アプリのあら
ゆる画面とデザイン要素を実現するワイヤーフレームを構築します。ワイヤー
フレームが完了し、承認されると、デザイナーはこれらの仮のオブジェクト
を実際のデザインに差し替え、高精度（HiFi）なプロトタイプを作成します。
この際、可能であれば、対象となるデバイスで直接テストできるインタラク
ティブな要素を追加します。

主なポイント

tt UX デザインは、効率と品質を複数の異なる階
層で両立させる必要がある、極めて複雑な工程
です。

ttワイヤーフレームを精度の高いプロトタイプにす
ばやく変換する機能が必要になります。

ttベンチマーク評価によれば、リピートグリッドや
オブジェクトへの外観ペーストなどの機能によ
り、Adobe XD が提供する UX 中心のツールを
使用した場合、生産性が最大で 10 倍向上します。
ttフィードバックの統合とデザインスペックの共有
により、開発プロセスが大幅に高速化されます。

ttAdobe XD のデザインスペック機能により、開発
者に詳細なデザイン仕様を受け渡しするプロセス
が大幅に高速化されます。

モバイルアプリ用のワイヤーフレームの作成
単位は秒、短いほど良い

Adobe XD CC を
使用した場合
Adobe XD CC を
使用しない場合
8 分 27 秒

モバイルアプリ用の
ワイヤーフレームの
作成
14 分
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アプリのワイヤーフレームを作成する際は、まず必
要な画面ごとにアートボードを作成し、シンプルな
仮のデザインオブジェクトを使用してユーザーイン
ターフェイスのコンポーネントの配置や機能を検討
し、最後に実際のデザインに差し替えます。

ワイヤーフレームを作成するための基本的な操作
という面では、グラフィックアプリケーションと
Adobe XD は似ていますが、プロトタイプ作成用の
専門ツールを使用した場合、生産性に顕著な優位性
が見られます。これは、簡単なアートボードのプリ
セットやリピートグリッド、スマートな整列、スナッ
プ機能など、管理とデザインを容易にする機能があ
るためであり、これによってデザインプロセスが高
速化します。
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ロトタイプへの移行 や 反復の多いデザイン要素に加えた修正の効率的

つまり、UX デザインツールは、クリエイティブな作業に使用
するアプリケーションと可能な限り緊密に連携する必要がありま
す。特に、Photoshop CC と Illustrator CC は、クリエイティブの
新たな可能性を開拓するために欠かせないツールです。しかし、
こうしたアプリケーションは複数のアートボードやレイヤー、デ
バイスプリセットを強力にサポートしてはいるものの、プロトタ
イプの作成に関しては機能的に十分とは言えません。これに対応
できるのが、Adobe XD です。Adobe XD は、アプリの開発で最も
時間のかかる工程を専用のツールセットによって高速化できるた
め、デザイナーは好みのクリエイティブアプリケーションで最高
の仕事をすることができます。ワイヤーフレームから精度の高いプ

な処理、インタラクティブ機能 の追加、デバイスでのプレビューや開
発者への受け渡しなどを含む様々な作業を効率化できます。
CC ライブラリ を使用すれば、UX のデザイナーが CC のアプ

リから直接プロトタイプに要素を配置できるため、デザイン
の変更が必要になった場合も自動的に更新されます。さらに、
Photoshop ファイルのレイヤー構造を保持したまま、プログラ
ムに完全な Photoshop プロジェクトを直接読み込むことができ
るため、Photoshop で作成したプロジェクトを Adobe XD に受け
渡すタイミングを、デザイナー自身が選択できるようになります。

Adobe XD の生産性：主なベンチマークテストの結果

ttデザイン要素の追加：本ベンチマークテス
トでは、アプリで連絡先カードの複製を 5
つ作成し、それぞれにユーザーの写真や名
前、役職を追加するために必要な時間を測
定しました。Adobe XD のリピートグリッ
ド機能を使用し、繰り返し要素で複数の画
像やテキストを自動配置できるため、グラ
フィックアプリケーションで同じ作業を実施
した場合と比較して、約 10 倍の高速化を実
現しました。

連絡先カードを複製し、それぞれに写真などの情報を追加
単位は秒、短いほど良い
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ttラフなプロトタイプから高精度なプロトタ
イプへ：ワイヤーフレームで仮配置したデ
ザ イ ン 要 素 を、 最 終 的 な デ ザ イ ン に 差 し
替えるには時間を要する場合があります。
本ベンチマークテストでは、仮デザインと
して配置した 3 つのオブジェクトを、最終
的なデザインオブジェクトに差し替えるた
めに必要な時間を測定しました。Adobe XD
のアセットパネルを使用した場合、仮デザ
インのオブジェクトにカラーや文字の書式
設定をそのまま適用できるため、この操作
でのプログラムの生産性は約 10 倍向上しま
した。

3 つの仮デザインオブジェクトへの定義済みスタイルの適用

tt開発者への受け渡し：プロトタイプを作成
する段階では、デザイナーと開発者がデザ
イン仕様を正確に共有することがとても重
要になります。Adobe XD では、カラー値や
文字スタイルを含むデザインの詳細を、様々
な形式で共有できます。また、開発者がオ
ンデマンドでオブジェクトの測定結果にア
クセスし、テキストコンテンツをワンクリッ
クでコピーすることなども可能です。これに
より、グラフィックアプリケーションを使
用して同じ目標を達成する場合と比較して、
プログラムの生産性に大きなメリットがも
たらされます。

HEX カラー値の抽出と開発者との共有
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単位は秒、短いほど良い
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HEX カラー値の
抽出と開発者
との共有

6 分 35 秒
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UX のワークフローを高速化

プロトタイプ作成の重要なフェーズ

UX デザインの効率性は、静的なデザインを実際に機能するアプリにいかに変
換できるかで決まります。これは、プロトタイプ作成における最も重要なポ
イントです。最終的なデザインが実際のアプリに実装された状態を視覚化で
きることが重要ですが、コード開発という手間と時間のかかる工程に入る前
に、アプリの動作とそれに対するユーザーの反応をテストできることが、コ
ストを削減し、開発期間の遅延を回避するために欠かせないプロセスとなり
ます。

つまり、アプリの外観デザインにどんなツールを使用する場合でも、プロ
ジェクトの関係者は、ある時点で動作の確認やユーザーからのフィードバッ
クを収集する必要があるのです。その目標を達成するため、世界中の UX デザ
イナーは、HTML やプレゼンテーションプログラムなど、様々な手法を用い
てきましたが、近年では、専用の UX デザインツールを使用して、数十から
数百ものアートボードをもとにインタラクティブなプロトタイプを作成する
ようになっています。
反復作業の処理と連携

プロトタイプ作成のワークフローは、ある点において特殊な工程になります。
それは、類似または関連する多数のデザイン要素の修正の伴う大量の反復処
理が必要になる点です。そこで鍵になるのは、視覚的な一貫性です。カラー

主なポイント

ttプロトタイプ作成ワークフローの効率を向上させ
るためには、類似する多数のデザインオブジェク
トの修正に伴う反復作業を支援する必要がありま
す。Adobe XD はシンボル機能によってこのワーク
フローを支援し、ひとつのデザインオブジェクト
に加えた変更を関連するオブジェクト全体に反映
できるため、デザインオブジェクトごとのインス
タンスを個別に操作する必要がありません。
ttデザインの変更はプロトタイプ開発の最終段階で
も発生することがあるため、Photoshop CC や
Illustrator CC との緊密な連携が不可欠です。

ttCC ライブラリのサポートにより、Adobe XD では、
デバイスでのプレビューフェーズの最中でもデザ
インの変更を適用できます。
ttAdobe XD の UX 中心のツールセットおよび管理
機能と、Photoshop や Illustrator の質の高いグラ
フィックを組み合わせることが、プロトタイプ作
成の最適なワークフローを構築するための鍵にな
ります。

プロトタイプ作成のベンチマーク：フローチャートにもとづくインタラクションの作成と文書化
単位は秒、短いほど良い

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Adobe XD CC を
使用した場合
Adobe XD CC を
使用しない場合
3 分 30 秒
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このベンチマークテストでは、Adobe XD のプロト
タイプにインタラクティブ機能を追加するのに要し
た時間と、Photoshop のみでデザインしたアプリを
使用して必要なインタラクションを示すために要し
た時間を比較しています。どちらの場合でも、アプ
リの基礎となるフローチャートを使用しました。

11 分 37 秒
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（これらの操作は直接対応するものではありません
が、どちらもプロトタイプを開発段階に移す際に欠
かせないステップとなります）
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Adobe XD と CC ライブラリ

Adobe XD と他の Creative Cloud アプリケーションの
連携で重要な要素となるのが、CC ライブラリのサポー
トです。その効果をひと言で言えば、CC ライブラリを
利用することにより、ユーザーはラスター画像やベク
ター画像だけでなく、カラーやテキストスタイルなど、
多数の様々なデザイン要素を共有し、別の CC アプリ
で再利用することができます。CC ライブラリは、アー
トワークに配置されたアイテムとライブラリに保存さ
れている元のアイテムとのリンクを保持します。ユー
ザーがこのリンクを解除しない限り、元のアイテムが
更新または変更されると、配置されたあらゆるコピー
にそれが即座に反映されます。
この機能により、異なる CC アプリ間におけるデータ
交換の効率は飛躍的に向上します。これは、共同作業
において特に有用です。CC ライブラリは、チームの他

のメンバーや外部の共同作業者と共有することができ

ます。例えば、ロンドンでデザイナーがロゴタイプを
作成し、カリフォルニアでそれを使用してアプリのプ
ロトタイプを作成した場合でも、ロゴタイプは自動的
に更新されます。

Adobe XD は、CC ラ イ ブ ラ リ を Photoshop や
Illustrator との連携の基盤としています。手の込んだグ
ラフィックはネイティブ環境に保持し、変更が生じた

場合はプロトタイプのあらゆるアートボードに即座に
反映できます。

や線幅、文字スタイルなど、どんなに小さなデザイン要素を変更する場合でも、
数十から数百のアートボード全体に反映する必要が生じます。つまり、ここで生
じる多数の反復作業が、プロトタイプ作成における重大なボトルネックのひとつ
になっているのです。Adobe XD では、デザインに加えた変更が、シンボルを
通じてあらゆるアートボードに自動的かつ迅速に反映されるため、このプロセス
を大幅に高速化できます。
理想的な UX デザインワークフローの構築

Adobe XD が他のプロトタイプ作成ソリューションと異なる点は、Creative Cloud と
連携できることです。これにより、UX デザインの必要性を考慮していちから開発され
たツールおよび管理機能と、Photoshop や Illustrator その他のツールが生み出すクリ
エイティブの可能性を連携させたワークフローが実現します。

ベンチマークテストの結果が示すように、UX デザイナーはこうした異なる機能を
統合して、プロトタイプ作成のワークフローを大幅に効率化できるようになりました。

ここで中心となる問題は、こうしたプログラムを統合するための最も効率的な方
法です。CC ライブラリ（サイドバーを参照）を利用すれば、クリエイティブな
デザインツールをフル活用できます。たとえプロトタイプ作成プロセスの最終段
階であっても、主要なデザイン要素をミスなく変更することが可能になるのです。
このようなデザイン変更は、プロトタイプのユーザーテストを実施している最中でも発
生する場合があります。

さらに、開発者への受け渡しという問題も重要です。Adobe XD のデザインス
ペック機能を使用すれば、オンラインのインターフェイスを通じて、開発者がオ
ンデマンドで測定結果やカラー値などにアクセスできるだけでなく、テキストの
カット＆ペーストといった操作も可能になります。

つまり、Adobe の新しいアプリケーションは、Photoshop や Illustrator に取っ
て代わるものではなく、それらを補完するものであり、ツールセットとワークフ
ローの統合によって、現在の UX 開発における数多くの複雑な問題に対処するた
めの効率を、飛躍的に向上させます。

ソリューションの比較：プロトタイプ作成ワークフローの最適化
ワイヤーフレーム

Adobe XD CC

標準的な
デザインワークフロー
（Photoshop CC、
Illustrator CC）

サードパーティ製
UX ソリューション

t 卓越したワイヤーフレーム作成と
アートボード管理
t 反復要素の優れた管理

t アートボードの優れたサポート
t ネスト化されたレイヤー

t 機能セットは本来 UX 開発を想
定して設計されたものではない
t 一般的に良好なワイヤフレームお
よびプロトタイプ作成ツール
t UX デザイン用に設計

t 新しいツールの導入には追加コ
ストと習得までの時間が必要

デザイン

t UX 中心のデザイン機能

t CC ライブラリを介した CC アプ
リとの緊密な連携
t Photoshop CC との緊密な連携

t ネイティブの Sketch ファイル
の読み込み

プロトタイプ

テストと検証

t 迅速なイテレーション、デザイ
ンや反復要素の変更を含む優れ
た機能

t あらゆるインタラクションのデバ
イスプレビュー（iOS、Android）

t インタラクションや外観のカッ
ト＆ペースト

t 動画として書き出し

t インタラクションを簡単に挿入
可能

t web ベースの共有、注釈機能

t web ベースのデザインスペック
機能

t デバイスプレビューやオンライ
ンにおけるプロトタイプの検証
には利用できない

t 他に類を見ないデザイン機能

t プロトタイプ作成機能はない

t デザイン機能は使用するサービ
スやアプリケーションに依存

t プロトタイプ作成機能はサービ
スやアプリケーションに依存

t テストおよび検証の方法はサー
ビスやアプリケーションに依存

t 大規模なプロジェクトの場合、
オンラインのみのサービスはデ
スクトップベースのアプリケー
ションに比べて低速になる

t 通常、デザインとプロトタイプ
作成は異なるアプリケーション
で実施

t 大規模なプロジェクトの場合、
オンラインのみのサービスはデ
スクトップベースのアプリケー
ションに比べて低速になる

t CC ライ ブ ラリ を介 した Adobe
XD CC や他の CC アプリとの優
れた連携

t PS/AI ファイルのサポートはベン
ダーに依存

t インタラクティブなプロトタイ
プの作成は専用のツールやサー
ビスに任せる必要がある

t プラットフォームのサポートは
ベンダーに依存

t プロトタイプを共有するには、
PDF または画像ファイルとして
アートボードを書き出す必要が
ある

t プラットフォームのサポートは
ベンダーに依存

最適な UX デザインワークフローの構築は複雑になることがあります。多くのデザイナーは、最も使い慣れたグラフィックアプリケー
ションで作業を開始しますが、通常はある時点で専用のプロトタイプ作成ツールに切り替える必要があります。専用のアプリやサー
ビスは多数存在しますが、Adobe XD を使用すれば、CC ライブラリを介して Photoshop や Illustrator との緊密な連携が可能になり
ます。
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調査方法

こ の ベ ン チ マ ー ク 評 価 は、 ア ド ビ か ら の 委 託 に よ り、Pfeiffer
Consulting が中立公正に実施しました。
このレポートに示す生産性の測定値は、実際のワークフローの事例
にもとづき、対象プログラムとワークフローについての長い経験を
持つ熟練者が設計し、実行したものです。

ttベンチマークの設計手法

基本的な考え方は簡単です。あるプログラムまたはソリューション
がもたらす（またはもたらさない）生産性の向上を評価するために、
まず、比較の対象となる各アプリケーションまたはワークフローにお
いて、ある結果を実現するのに最低限必要な手順の数を分析します。
この操作手順を明確にしたら、現場で対象のソリューションに長年
携わっている経験豊富な担当者の手を借り、各ソリューションの操
作またはワークフローを実行します。

あらゆる操作手順を 3 回実行し、
測定した 3 回の平均値を使用します。

ttPfeiffer Consulting について

Pfeiffer Consulting は独立系技術研究機関です。パブリッシング、
デジタルコンテンツ制作、ニューメディアプロフェッショナルなど
のニーズに特化したベンチマーク評価を実施しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
research@pfeifferreport.com

All texts and illustrations © Pfeiffer Consulting 2018
事前の書面による同意のない無断複製を禁じます。
詳しくは、research@pfeifferreport.com までお問い合わせください。

このレポートに掲載されているのは、情報提供のみを目的とした評価データおよび一般的シミュレーショ
ンのデータです。この情報は、既存の会社またはクリエイティブ作業の状況について、特定の生産性の
調査や算定を提供するためのものでも、またそれに代わるものでもありません。Pfeiffer Consulting は、
本レポートに掲載されている情報、助言、提言の使用についても、これに基づいておこなわれる行動に
ついても、一切の責任を拒否するものであり、本レポートまたは関連文書で提供しているデータに基づ
く購入、装備、投資その他の判断および事業について責任を負うことはできません。
Adobe, the Adobe logo, Creative Cloud, Illustrator and Photoshop are either registered trademarks
or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other
trademarks are the property of their respective owners.
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