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デザインフェーズにおける 
ワイヤーフレームとの付き合い方



CCO, Web Designer

松田直樹



改善 

カイゼン 

KAIZEN



ワークフローは健全ですか？ 

デザインプロセスは健全ですか？

UIの改善の前に



設計とデザイン､ 
ワークフローの　間　について考える
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一般的で普遍的なワークフロー

設計 デザイン 実装 公開



設計 デザイン 実装 公開

ワイヤー 
フレーム

プロト 
タイプ 納品デザイン 

カンプ

「間」に介在するもの



ワークフローの間に 
中間成果物あり



中間成果物

設計 デザイン 実装 公開

ワイヤー 
フレーム

プロト 
タイプ 納品デザイン 

カンプ



なんのためにあるのか？

中間成果物

プロトタイプワイヤー 
フレーム

デザイン 
カンプ

ペルソナ 
CJM



コンセンサスを得る(合意形成の) 
ための⼿段

＝

中間成果物

プロトタイプワイヤー 
フレーム

デザイン 
カンプ

ペルソナ 
CJM



特徴の異なる複数の「⼿段」＝「選択肢」

ワイヤーフレーム ビジュアルカンプ プロトタイプ モックアップ



「⼿段」ごとに、コンセンサスの対象が異なる

ワイヤーフレーム ビジュアルカンプ プロトタイプ モックアップ

情報構造 イメージ ビジョン 質感・SPEC



「手段」に優劣はない



適したものを採択する
ワイヤーフレーム ビジュアルカンプ プロトタイプ モックアップ

何の合意を得るのか、を明確に

コンセンサスが取れないものは作らないほうがマシ



ワイヤーフレームが 
合意形成手段として不向きだった実例



クライアント�
担当者

情報構造

ワイヤーフレームも「コンセンサス」のため

要件定義

ワイヤー 
フレーム



デザイナー 
エンジニア

イメージ

ワイヤーフレームも「コンセンサス」のため

レイアウト

ワイヤー 
フレーム





CC道場 Ustream

複数のオウンドメディアを統合

デザインマガジン 
いわもとブログ

Pinch In 
ADC PLUS 
ADC OnAir

Focus InPhotoshop Magazine



PHOTO DTP WEB VIDEOCreative Cloud

確認する人 実際の運用担当＝ × 5 人



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報構造 イメージ

要件定義 レイアウト

ワイヤー 
フレーム



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報構造 イメージ

要件定義

?

ワイヤー 
フレーム

レイアウト



クライアント�
担当者

情報構造 イメージ

要件定義 レイアウト

実際に動く 
モックアップ



モックアップで実際の運用イメージとしての 
コンセンサスをとった



「統合チーム」としての運用ガバナンスとしても機能



で、来週…



Creative Station

さらに複数のオウンドメディアを統合

Marketing Cloud Japan Corporate CommDocument Cloud Japan



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報構造 イメージ

要件定義 レイアウト

ワイヤー 
フレーム





UIデザインは 
ワイヤーフレームを超えましょう



http://tomoyukiarasuna.com/as-it-is-wireframe/ https://in.spicagraph.com/other/design-wire/

http://tomoyukiarasuna.com/as-it-is-wireframe/
https://in.spicagraph.com/other/design-wire/


http://tomoyukiarasuna.com/as-it-is-wireframe/ https://in.spicagraph.com/other/design-wire/

ワイヤーフレーム通りに 
デザインする？ しない？

http://tomoyukiarasuna.com/as-it-is-wireframe/
https://in.spicagraph.com/other/design-wire/


UIデザインへの落とし込みポイント
ユースケースをデザインフェーズで考える



CASE 可視範囲ごとの「主役」を明確にする

設定

売上推移 直近1年間 売上推移 直近1年間

01 04 07 10 12

100

75

50

25

0

WIREFRAME DESIGN



CASE 「主役」はひとかたまりにする

ベビースニーカー

12.0cm

¥3,974 (税込)

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあら
はす。おごれる人も久しからず。ただ春
の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほ
ろびぬ、ひとへに風の前の塵

カートに入れる

ベビースニーカー
12.0cm ¥3,974 (税込)

はかせやすさにこだわった、マジックテー
プタイプのベビースニーカー。子供らし
くも落ち着いた配色も人気です。

カートに入れる

WIREFRAME DESIGN



CASE 「主役」は脇役よりも目立たせる

お問い合わせ

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙
羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

電話でのお問い合わせ

0120-123-4444

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙
羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

webからのお問い合わせ

メールの場合はこちら

平日（月～金）の営業時間　10:00 ～ 19:00 
土日祝 休業

電話で

0120-123-4444

webから

お問い合わせ
webからのお問い合わせには、 

2営業日以内にお返事いたします。

商品についてのお問い合わせ先

WIREFRAME DESIGN



CASE コンテキストを反映させる

CSS NITE CAFE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

コーヒー スイーツ アクセス

WIREFRAME DESIGN

Css Nite Cafe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

東京都豊島区南池袋2丁目32−12



CASE ラベルには行動を明示する

参加申し込み
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあ
り。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理
をあらはす。おごれる人も久しからず。
ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も
遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵
に同じ。遠くの異朝をとぶらえば、普
の趙高、漢の王莽、梁の周伊、唐の禄

キャンセル OK

参加お申し込み
当イベントは定員制の、高校生および
受験生専用の公開イベントとなります。

お申し込みは、各時間帯ごとにお一人
様ずつ、高校生、既卒生（大学受験を
予定している方）に限ります。 

参加しない 参加する

WIREFRAME DESIGN



CASE ユーザーの操作を減らす

分流を選択
すべての分類 

パーソナリティ 

学問 

選択肢 

選択肢

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあ
り。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理
をあらはす。おごれる人も久しからず。

WIREFRAME DESIGN



CASE 何もない状態にアドバイスを

お気に入り（15）

商品名のテキスト商品名
のテキスト商品名

商品名のテキスト商品名
のテキスト商品名

商品名のテキスト商品名
のテキスト商品名

お気に入り（0）

気になった商品を登録してみよう。 
後から買えばいい！

みんなのお気に入りはこんな商品

ベビースニーカー ミニ哺乳瓶 スライム 
ロンパース

ベビーニット帽

¥1,234 ¥1,234
¥1,234

¥1,234

WIREFRAME DESIGN



CASE モーダルとモードレス

用語説明
AAA 

BBB 

CCC 

DDD

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit

✕

WIREFRAME DESIGN

用語説明

CCC BBB

AAA

統率 

知力 

武力 

政治

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

レーダーチャート



CASE 不安を解消するインタラクション
WIREFRAME DESIGN

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあら
はす。おごれる人も久しからず。ただ春
の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほ
ろびぬ、ひとへに風の前の塵

保存する投稿者の名前



UI flowsという画面設計手法

なにを見るか

どう行動するか

なにを見るか

どう行動するか

なにを見るか

どう行動するか

なにを見るか

どう行動するか

どう行動するか

参考）https://signalvnoise.com/posts/1926-a-shorthand-for-designing-ui-flows

https://signalvnoise.com/posts/1926-a-shorthand-for-designing-ui-flows


なにを見るか なにを見るか

なにを見るか

なにを見るか

どう行動するか/したいか = ユースケース

どう行動するか どう行動するか

どう行動するか

どう行動するか

どう行動するか

参考）https://signalvnoise.com/posts/1926-a-shorthand-for-designing-ui-flows

https://signalvnoise.com/posts/1926-a-shorthand-for-designing-ui-flows


そもそも



?

クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報設計 イメージ

要件定義 レイアウト

ワイヤー 
フレーム

クライアント向け、制作向け、両立しようと 
中途半端な資料になってませんか？

?



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報設計 イメージ

要件定義 レイアウト

ワイヤー 
フレーム

クライアント側に対するコンセンサスに 
振り切ってしまう（細かいデザイン要素は入れない）











中間成果物は

が明確だとやりやすい

決まったこと デザインの領分と



中間成果物は 
コミュニケーションの手段



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

ワイヤーフレーム

情報構造 イメージ

要件定義 レイアウト

ビジョン SPEC

クライアント側・制作側の双方合意を指向した 
ワイヤーフレームならベストですが…



クライアント�
担当者

デザイナー 
エンジニア

情報設計 イメージ

要件定義 レイアウト

ワイヤー 
フレーム

クライアントの方だけに向いた 
ワイヤーフレームを読み解くのもツライ



なので



クライアント�
担当者

情報設計

要件定義

ワイヤー 
フレーム

ワイヤー 
フレーム

イメージ

レイアウト

デザイナー・エンジニアも 
ワイヤーフレームに口出しする

⡲䧭儗ص俑腞ل濼ثتسز



クライアント�
担当者

情報設計

要件定義

ワイヤー 
フレーム

ワイヤー 
フレーム

イメージ

レイアウト

デザイナー・エンジニアも 
ワイヤーフレーム作成時から口出しする

然钠و＠شｆ４；．إل

どうやって？











クライアントとのやり取り

制作内のみで技術的なのやり取り

確定したSPECや仕様・挙動を解説

画⾯遷移についての解説

のコメント機能、用途で分類できて便利



コミュニケーションしながら 
中間成果物の精度を一緒に高めていく

情報設計

要件定義
ワイヤー 
フレーム

イメージ

レイアウト



走り出した後のUI改善



中間成果物で 
コミュニケーションできる 
体制があれば事は進む



スプリント形式で 
改善する項目を決めていく
（やらないことは捨てる）



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzUcFjjVxgG1SVnWvHWCSsFTM_EdoLT-S9uGDt2RUr4/edit?usp=sharing


改善結果を判断するため 
指標を立てる

（ビジネスゴールとユーザーゴール）



デザイナーの視点 
（UI改善）

マーケターの視点 
（施策改善）



直帰率が⾼いページを抽出



⽮野りんさんによるカイゼンのプロセス

達成可能な⽬標を作ってリリース

もっとよいバージョンのリリース

別の⽅向へ

レビュー
⽬標よりよかった（もっとよくなるには∕仮説）

⽬標より悪かった



ユーザーの声は聞くな 
行動を見ろ

（ユーザーテスト/インタビュー）





⽂脈のない瞬発的な感想が多く、 
価値を⾔語化したものではない

商品の検索結果、 
画像いっぱい表示してや





できる範囲のことを 
やる

（壮大な改善は結果がぼやける）



MVP（Minimum�Viable�Product）

実用に足る最小限の製品（MVP）を活用して 
ビジネスを成長させることが重要



まとめ



中間成果物はコンセンサスを得る手段

ワークフローに適したものを選ぶ

何についての合意を得るものかを明確に

UIデザインはワイヤーフレームを超えよう

UI改善は、小さなことをコツコツと



松田直樹

ありがとうございました
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デザインフェーズにおける 
ワイヤーフレームとの付き合い方


