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はじめに

近年、iOS をはじめとした多くのスマートフォンアプリが世の中に公開されており、アプリ市場は大き

な盛り上がりを見せています。競争は激化する一方で、さまざまな企業が競合他社に負けないように、よ

り優れたアプリをより早く公開する必要に迫られています。そして、アプリの開発者はこれまで以上にス

ピーディーにクオリティの高いアプリを開発しないと、時代の流れに取り残されることになります。

こうした状況下で、高品質なアプリを効率的かつ素早く開発する手法として、プロトタイピングが注目

を集めています。本書『プロトタイピング実践ガイド』は、スマートフォンアプリを中心としたプロダク

ト開発における効果的なプロトタイピングの手法を解説し、実際の設計やデザイン、開発業務に役立つ情

報を提供することを目的としています。特に要件定義や設計など開発初期フェーズにおけるプロトタイピ

ングにフォーカスして、基礎知識から実践までを網羅します。また、教科書通りの杓子定規な手法ではなく、

実践を重視した内容を心掛けています。実際に作成した画面を載せつつ、思考と作業の流れを含めて解説

します。

本書は、設計担当者やエンジニア、UI デザイナーなど、スマートフォンアプリ開発現場、特にテクニカ

ルサイドの方々に幅広く役立つ内容と自負しています。加えて、企画担当者やディレクター、プロデュー

サー、プロジェクトマネージャなど、アプリ開発に関わる全ての方々にも活用していただけます。

本書を手にする皆様のスマートフォンアプリ開発の一助となれば幸いです。

                   

2014 年夏　執筆陣を代表して

荻野 博章
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目的とメリット1-1

Webサイトやスマートフォンアプリの開発がスタートすると、多くの場合は、開発チームが UI

設計書やデザインカンプを作成し、それに基づいてサイトやアプリを実装することになります。

しかし、このフローで開発を進めると、プロダクトがユーザーにとって使いやすいのか、ユー

ザーが本当に必要とするものであるかは、実装が完了するまで分からない場合がほとんどです。

そのため、プロダクトの最終形が想像できる開発工程の終盤や実装がほぼ完了した時点、実際に

プロダクトを世に送り出してから、「使いにくい」「どこに必要な情報があるのか分からない」など、

後戻りできない問題が発覚することが頻繁に発生します（図 1.1）。

こうした「手遅れ」状態になる前に、問題の早期発見とその解決手法として、「プロトタイピン

グ」が注目を集めています。本章では、そもそもプロトタイピングとは何なのか、なぜプロトタ

イピングが必要なのか、その目的やメリットを説明します。

1-1-1 プロトタイピングとは

ソフトウェア開発におけるプロトタイプとは、主にシミュレーションを目的とした、本実装を

クライアント ユーザーUIデザイナー・エンジニア UIデザイナー・エンジニア

Cl Us
Ds

En
アセアセ

En
ガーンDs

使いにくいアプリ作って

リリース

図 1.1 Web サイト、スマートフォンアプリ開発の現状
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開始する前に作成する試作品のことを指します。一言でプロトタイプと言っても、詳細仕様が詰

めきれていない時点で作成されるペーパープロトタイプや、単純な動作モックレベルの「低精度

プロトタイプ」から、実際にソフトウェアとして機能する暫定システムレベルの「高精度プロト

タイプ」までさまざまなものがあります。

本書で解説するプロトタイピングは、主に紙などを使った実装前の「低精度プロトタイピング」

を中心とした手法です。低精度プロトタイピングでは、プロトタイピングの本質である、リスク

回避と初期段階での可能性の模索をメインに扱います。設計フェーズの早期段階から Webサイト

やスマートフォンアプリなどのプロダクトのプロトタイプを作成し、検証と改善を繰り返すこと

で機能要件や UI設計、デザインを進めていくプロセスを解説します（図 1.2）。

1-1-2 なぜプロトタイピングが必要か

現在では、多くの企業が自社の Webサイトを持ち、さまざまな情報やサービスを提供しています。

また、スマートフォンアプリでも、数年前と比較すると開発ベンダーの数は大きく増加しています。

図 1.2 プロトタイピング
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さらに、開発技術が広く浸透して、各種フレームワークなども揃ってきたことで、Webサービス

やスマートフォンアプリ事業への参入ハードルも下がり、市場競争は激化する一方です。

そのため、ユーザーが直感的に使用できるのか、迷わず目的を達成できるのかなど、プロダク

トの使い勝手の良さが特に重視される傾向にあります。また、競合より少しでも早くプロダクト

をリリースするため、開発スピードも求められています。

こうした状況を受けて、プロジェクトマネージャやクライアントから、「失敗できないので開発

の前に十分な検証を実施したい」、「とにかく早く Webサービスやアプリを公開したい」などの要

望が年々増加しています。そのため、トレンドの移り変わりはもちろん、変化が激しい時代では、

従来の要件定義書を最初に決めてしまうウォーターフォールモデルでは、もはや対応できないと

言っても過言ではありません。また、評価と検品が最後ではリスクが高いことも懸念されています。

また、Webサイトやスマートフォンアプリを提供する企業の企画担当者やデザイナー、エン

ジニアからは、「実際に使用する立場のユーザーからの評価が良くない」など、芳しくない評価

に悩む話をよく聞きます。例えば、スマートフォンアプリの場合、「App Store」や「Google 

Play」のレビューには、「使いにくい」「使い方が分からない」「必要な機能や情報がどこにある

か分からない」といった評価が多く書き込まれるなど、ユーザーにとって本当に使いやすく役に

立っているとは言えないアプリが数多く存在します。

プロジェクトマネージャ
クライアント

ユーザー

普通にUI設計・デザインをして実装するだけでは
クライアントやユーザーのニーズには応えられない

- 失敗できないので開発の前に十分
  検証がしたい
- とにかく早くアプリを公開したい

- 競合に負けられない - 使いにくい・使い方が分からない
- 必要な機能や情報がどこにあるか
  分からない
- 本当にやりたいことができない

UsPm Cl

図 1.3 開発環境をとりまく状況
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開発がうまくいかない原因
プロダクト開発に失敗する原因は何なのでしょうか。「このユーザーインターフェース（以下 UI）

は本当に使いやすいのか？」、開発の初期フェーズでは十分な検証が難しいからです。検証不足は

クオリティの低下だけではなく、開発スピードの低下やコストの増加にも繋がります。

まずは、具体的な問題点を見ていきましょう。実際の開発現場では、インフォメーションアー

キテクト（以下 IA）やシステムエンジニア（以下 SE）、UIデザイナーなど、設計担当者の既存

知識と経験に基づき UI設計書やデザインカンプが作成され、それを基に実装するというフローが

あります。しかし、こうしたケースでは、次に説明する問題が発生しがちです。

●完成品をイメージしにくい
Webサービスやスマートフォンアプリ開発では、実際に触ってみないと分からない使い勝手や

細かいインタラクションなど、遷移図を作成するだけでは表現できない情報が数多く存在します。

例えば、プロダクトの設計レビューは、UI設計書やデザインカンプなど一定サイズの台紙にま

とめられた情報を、パソコンのモニタ上もしくは紙への出力で確認する形式で実施される場合が

ほとんどです。しかし、ブラウザやスマートフォン端末など、実際の利用状況におけるレイアウ

トやサイズ感、ボタン押下時の画面遷移の動き、インタラクションなど、「プロダクトを触った感覚」

が伝わりません。残念ながら、設計書やデザインカンプのみをベースにプロダクトを開発すると、

設計段階で開発に必要な多くの情報が抜け落ちてしまいます。

●ドキュメントだけでは正確な評価ができない
上記の情報の抜け落ちに加えて、仕様書や設計書などドキュメントのみでは、プロダクトを正

確に評価・理解することはできません。プロダクトの仕様をドキュメントだけにまとめると、限

られたスペースに静止状態の情報のみとなります。Webサイトやアプリでの実際の動きを、言葉

や図、矢印だけで説明しても、正確に伝えることはできません。

●仮説から検証なしに最終実装に入る
ウォーターフォールモデルでの開発では、UI設計時に「こうすれば使いやすいはず」という仮

説を立てても、検証せずにいきなり実装に入ります。そのため評価と検品が開発フローの最後に

なり、その段階で使い勝手が悪くても手戻りに時間を要します。「本当に使いやすい UI」である

かを検証するフェーズがないのでは、うまくいかないのは当然です。

●設計書の修正に時間が掛かる
UI設計書やデザインカンプベースで開発を進める場合、1人または少人数の設計チームが一定
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の段階まで設計書を作成した状態で、チームメンバーやクライアントがレビューします。そのため、

プロダクトコンセプトの認識のズレから生じる実装機能の優先順位の違いや、要件漏れによる機

能不足、仕様の矛盾などの問題があった場合でも気付かずに、そのまま設計が進んでしまうこと

が多々あります。ある程度設計が進んだ時点で問題が発覚すると、ドキュメントとして記載され

ている箇所の修正にはかなりの時間を要することになります。

●実装後の修正はロスが大きい
設計書ベースの開発では、具体的なプロダクトの動きがイメージできず、チームメンバー内で

の認識が曖昧になりがちです。特に実装を担当するエンジニアと認識が共有できず、実装後に修

正となった場合は、かなりのロスが発生します。例えば、クライアントが想定するインタラクショ

ンを設計者がドキュメントで表現できなかった場合、必要な情報は実装するエンジニアに正確に

伝わりません。そのため、実装の可否や難易度、要する時間を設計フェーズで正確に判断できず、

問題点が後々の実装フェーズで発覚することになります。その結果、想定外の手戻りが発生し、

当初のスケジュール以上に実装に時間を要することになります。

また、プロダクトの使い勝手は実際に触ってみないと評価できません。しかし、完成したプロ

ダクトを触って使いにくいことが判明しても、実装後では修正にかなりの時間が掛かります。最

悪のケースでは、明らかな欠点を残したまま公開され、ユーザーの評価は低く、使われないプロ

ダクトと化してしまうケースもあります。

完成品がイメージしにくい
ドキュメントでは正確な評価ができない
仮定からそのまま最終実装を行っている

設計書の修正に時間が掛かる
実装後の修正はロスが大きい
第三者視点での設計が難しい

【開発がうまくいかない原因】

En
ガーン

Ds

図 1.4 UI 設計書、デザインカンプベースで開発する場合の問題点
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●第三者的な視点で設計することが難しい
設計担当者は、プロダクトのコンセプトや機能要件など詳細を把握した上で、自ら設計・デザ

インしています。しかし、初めてプロダクトに触れるユーザーは、大まかに何をするためのプロ

ダクトであるかは把握していても、実際に使い始めるまではどのような機能があるかよく分かっ

ていません。仮に愛用しているプロダクトであっても、細かい機能まですべて把握しているユー

ザーは稀です。残念ながら、設計担当者はこの事実を見逃していることが多々あります。

そのため、プロダクトが完成しても、設計者が想定しているほどユーザーはスムーズに機能を

使ったり必要な情報を見つけることができず、結果として、使いにくいプロダクトと評価されて

しまうことになります。

これまでは、IAや SE、UIデザイナーといった設計担当者が Webサイトやスマートフォンアプ

リの UI設計書やデザイン画面を作成し、それを基に開発するだけでも良かったかもしれません。

しかし、Webやアプリは既に多様化し、市場も成熟し飽和状態となりつつある現状では、プロダ

クトはもう一段上のクオリティが求められます。

こうした状況を打破すべく、「より優れた」プロダクトを「より早く」公開するための手法の 1

つとして、プロトタイピングへの注目が高まっています。

1-1-3 プロトタイピングのメリット

実際にプロトタイピングを行うことで、前述の問題は解消されるのでしょうか。プロトタイピ

ングには、次に挙げるメリットがあります。

●実際のプロダクトに近いものを確認できる
実際に完成したプロダクトを触るのに近い状態で、確認・レビューが可能です。

例えば、スマートフォンアプリの場合、描き上げたプロトタイプを実機に入れることで実物大

でレイアウトやサイズ感を確認できます。

また、個々の画面をリンクさせ、インタラクションまで表現することで、各画面の関係や画面

遷移など、より具体的なイメージを伝えることが可能となります。それにより、UI設計やデザイ

ン上の問題点を開発の初期段階で発見することが可能になります。

●ドキュメントではなくプロダクトとして評価できる
設計アイデアをより実際のプロダクトに近い形で評価できます。
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ドキュメントでは理解されず曖昧に伝わってしまう情報も、プロトタイプを通じて共有するこ

とで、開発チームにプロダクト像としてより正確に伝えることができます。開発の早い段階で UI

設計からレイアウト、遷移、インタラクションといったさまざまな側面を組み合わせて、総合的

に検討することができます。

●開発初期フェーズでプロダクトの使い勝手を検証できる
プロトタイプを作成することで、開発フローの初期段階である設計フェーズでも評価と検品を

行うことができます。設計者が「使いやすい」と仮定して作成した UIが、本当に使いやすいのか

を検証することが可能になります。早い段階で何度もレビューと改善を繰り返し、プロダクトを

ブラッシュアップしていくことができます。

●設計の修正や追加、変更に時間が掛からない
設計段階で作成する低精度プロトタイプは、紙の上に UIを手書きしたペーパープロトタイプや、

プロトタイプ作成専用ツールを使って作成する動作モックです。ソフトウェアとしてコーディン

グされているわけではありません。そのため、低精度プロトタイプは柔軟性が高く、設計の修正

や追加、変更に時間は掛かりません。

特にペーパープロトタイピングはプロダクト設計を手書きで可視化するため、検証の場で素早

く調整・修正ができ、さまざまなアイデアを即座に反映することが可能です。初期段階でより多

くのパターンを検証し、失敗を重ねてブラッシュアップすることで、プロダクトの完成度を高め

ていくことができます。

●手戻りを削減できる
設計フェーズでプロトタイプを作成することで、開発の早期段階でチーム全体に実際のプロダ

クトに近いイメージを共有できます。設計レビューで完成品に近いプロトタイプを操作してシミュ

レーションを行うことで、実装前にプロダクトの問題点を洗い出すことができ、実装フェーズで

の手戻り削減に繋がります。

また、プロダクトのコンセプトからビジネス上の重要事項、UIやインタラクションの実装コス

トなど、総合的な意見を交えることで、メンバー間におけるコンセプトの認識違いを回避できます。

機能漏れ、実装可否や実装に要する時間の見積ミスなども防ぐことができます。

●設計段階で第三者からのフィードバックを得られる
プロトタイピングでは、設計者がプロジェクトマネージャ、クライアント、UIデザイナー、エ

ンジニアなど、さまざまな立場の人間とプロトタイプを操作しながら、プロダクトのフローを確認、
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検討します。そのため、チーム全体から早い段階で具体的なフィードバックを収集できます。

また、プロジェクトの概要を知らされていない第三者にプロトタイプを触ってもらうことで、

先入観にとらわれない、より本質的な問題や潜在ニーズの発見も可能です。

上記の通り、プロトタイピングを実施することで、設計書とデザインカンプベースの開発で発

生する問題をカバーできます。加えて、次に挙げるメリットもあります。

●見落としを見つけやすい
書類の段階では羅列だった機能が、プロトタイプでは実際に画面に落とし込まれます。落とし

込んだ画面を一度操作すれば、見落としていた機能や画面遷移、論理矛盾を簡単に発見できます。

●開発に不慣れな人間でもすぐに仕様を理解できる
経営者やマーケティング、営業部門の人間にとっては、数多くの専門用語が用いられ、複雑に

遷移矢印が記載されている仕様書のみでは、製品を明確に理解することは困難です。

しかし、プロトタイプであれば、実際のプロダクトを使用するのと同じ感覚でその機能や遷移

などの仕様をなぞることが可能です。そのため、プロダクト開発に不慣れな人間でも、比較的スムー

ズに仕様や構成を理解できます。

●多様なパターンを検証、反復できる
手早く作成、修正できるため、多くの UIパターンを検証することができ、初期設計での改

良の機会を多く持つことが可能です。そのため、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（検証）

→ Action（改善）の PDCAサイクルをスピーディーに反復できます。

また、多数の構成や組み合わせで何度も検証することができるので、最適なソリューションの

発見と品質の向上が期待できます。

●低コストで多くのフィードバックを得られる
ソフトウェアとしてコーディングするわけではないので、プログラミングの専門知識は必要あ

りません。また端末や専用の機材も不要（動作モックを作成する場合は必要）なので、時間や費

用を掛けずに導入することが可能です。

専門的な技術や設備が不要なので低コストで導入でき、多くのフィードバックを得ることがで

きるコストパフォーマンスが高い手法と言えます。
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●開発チームのコミュニケーションが活発化する
プロトタイプを実際に触って操作することでプロダクトのイメージが膨らみ、より具体的な意

見や疑問が出てくるようになります。ドキュメントベースでの開発よりもコミュニケーションが

円滑になり、ディスカッションが活発化します。

実物に近いものを確認できる
プロダクトとして評価できる

初期フェーズで使い勝手を検証できる
設計の変更に時間が掛からない
手戻りを削減することができる
第三者からのFBがある

見落としを見つけやすい
開発に慣れてない人間でも分かる
多様なパターンを検証、反復できる
低コストで多くのFBがある

コミュニケーションが活発化する

＋

【プロトタイピングのメリット】

Ds En

図 1.5 プロトタイピングを行うことで得られるメリット

このようにプロトタイピングは導入コストが低く、開発時のリスクの削減やプロダクトの品質

向上など、さまざまなメリットを得ることができます。

もちろん、プロトタイピング導入によるデメリットもあります。その 1つにプロトタイプ作成

のための追加工数の発生が挙げられます。しかし、プロトタイピングにより短期間で精度の高い

認識合わせを実施できるため、その後の手戻りを削減できます。制作コストが増えるとはいえ、

フィードバックに対応する工数が減ることを考えると、大幅なコストアップにはなりません。む

しろ、コスト削減と制作期間の短縮に繋がる場合もあります。また、プロトタイピング追加で必

要となる工数は、回避できるリスクに比較するとかなり小さいと言えます。

なお、いきなり全画面をプロトタイプとして作成する必要はありません。メインのフローや重

要な機能、既にサービスを提供しているアプリでは、ユーザーの改善要望が多い箇所に限定する

など、部分的な導入でも十分効果はあります。
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プロトタイピングの内容1-2

本節では、具体的なプロトタイピングとして、紙ベースのペーパープロトタイピングとツール

を使ったプロトタイピングを解説します。まずはペーパープロトタイピングを説明します。

ペーパープロトタイピングとは、アプリケーションや Webサイトといったプロダクト開発の際

に、紙にインターフェースを手書きしてプロトタイプを作成し、インターフェースやデザインを

検証する手法です。ソフトウェアを紙に書き起こし、UIを視覚的に表現することから、静的、物

理的なプロトタイピングと言えます。

画面レイアウトや UI要素、表示する情報を手書きで書き出していくため、ラフスケッチやワイ

ヤーフレームと混同されますが、実際はまったく違う目的で使われます。ラフスケッチはアイデ

アを視覚化し、収集、精査するために使われます。その目的はあくまで多くのアイデアを素早く

具体化することです。ワイヤーフレームは画面単位の機能や表示する情報、画面遷移などの各画

面の関係を確認するためのドキュメントです。プロダクトの設計図や見取り図に相当し、実際の

使い勝手を確かめることはできません。

図 1.6 ペーパープロトタイピング
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これらに対して、プロトタイプはプロダクトの使い勝手を確認するツールです。もちろん、設

計や画面遷移の確認もできますが、実物の手触りや使いやすさを検証することが主たる目的です。

なお、ペーパープロトタイピングの詳細フローは、「Chap.02プロトタイピングのプロセス」（P.33

参照）で解説します。

1-2-1 ペーパープロトタイピング

ペーパープロトタイピングは、主にプロダクトのコンセプトを確認したり、フローや機能分析、

使いやすさなどを検証し、意思決定を促すツールとして使われます。プロダクト内の画面を複数

作成し、開発チームやユーザーとレビューしたりテストすることで、機能はもちろん、フローや

使い勝手を確認し共有します。

また、ユーザーレビューにも用いられます。ユーザー役が口頭や手振りなどで紙のプロダクト

を操作し、それに対して設計者などのコンピュータ役が反応して、操作結果を示します。このよ

うな流れで、設計を開発チームやユーザー役の第三者と確認できるので、手書きでもプロトタイ

プとして十分に効果を上げることができます。

ペーパープロトタイピングのメリット
ペーパープロトタイピングには、紙に手書きでプロトタイプを作成するからこその利点があり

ます。以下にその利点を挙げましょう。

●手軽に素早く作成できる
プロダクト設計を手書きで可視化するペーパープロトタイピングの性質上、さまざまなアイデ

アを即座に展開することができます。手書きなので、微調整や修正もスピーディーに反映できます。

また、基本的には紙とペンがあれば作成できるため、低コストで導入が可能です。準備に時間

が掛からず、その気になれば手元にあるもののみで開始できます。

●柔軟性が高い
開発メンバー間でのレビューも、フィードバックをその場ですぐに反映できるため、修正と再

レビューを容易に繰り返すことができ、手早く設計を改善することが可能です。抜け落ちている

画面や要素があればその場で追加し、インターフェースが分かりにくければその場で変更できま

す。このフットワークの軽さがペーパープロトタイピングの強みです。
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●みんなで作ることができる
ペーパープロトタイプの図は、絵が苦手でも書くことができます。また、プログラミングやソ

フトウェアの使い方など、特殊なスキルや知識も不要です。特殊技能がいらないため、デザイナー

やエンジニアだけでなく、プロジェクトメンバー全員で協力しながら作成し、最終ビジョンを共

有することが容易です。したがって、比較的導入のハードルが低い手法とも言えます。

ペーパープロトタイピングで押さえるべきポイント
●スピード感と精度のバランスを保つ
ペーパープロトタイピングでは、基本的にスピードを重視します。本来であれば数分で十分な

作業に、見た目や細部にこだわるために数時間を要しては本末転倒です。

しかし、最低限確認できるレベルは必要です。細部にこだわる必要はありませんが、見やすい

ように工夫し丁寧に作りましょう。また、手書きとは言え、詳細な要求に基づいた情報設計や複

雑な画面の UIの作成には時間が掛かります。もちろん、単純に速ければ良いわけでもありません。

スピードと精度のバランスを考慮して作成するよう心掛けましょう。

●仮説、問題点ごとに分割し複数案を考える
実装予定の全画面や機能を 1つのプロトタイプに組み込む必要はありません。巨大なプロトタ

イプではなく、「ログイン」や「投稿」など機能ごとの小さいプロトタイプを作成しましょう。

問題を分割し、1つ 1つのプロトタイプを検証することが、より問題の本質に特化した解決策

を打ち出すことができるからです。検証と比較はプロトタイプの両輪と言えます。

手軽に素早く作成できる
柔軟性が高い

みんなで作ることができる

【ペーパープロトタイピングのメリット】

Ds En

図 1.7 ペーパープロトタイピングのメリット
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●見た目を作り込まない
ペーパープロトタイプは見た目が荒くて未完成品に見える分、より自由なフィードバックが期

待できます。そのため、ビジュアル要素は作り込まないようにすべきです。見た目が仕上がって

いないおかげで、レビューする側も画面構成や UIに変更の余地があると受け取るからです。逆に、

見た目がきっちりと完成していると、変更できない（しにくい）と判断され、自由な意見を引き

出すことが難しくなります。

●手書きにこだわらない
「紙にインターフェースを手書きして作成」と解説していますが、手書きにこだわる必要はあり

ません。プロトタイピングの目的は、荒くても良いので手早くプロトタイプを作成し、スピーディー

かつ柔軟に変更、修正を加えて設計を詰めていくことです。そのため、手書きよりも「Photoshop」

や「Illustrator」などの描画ソフトで作成して出力した方が速いのであれば、デジタルツール

も活用するべきです。

●紙の上に手書きしたものなので反応しない
当然ですが、「紙」なのでボタンを押下しても反応しません。使い勝手を検証する場合は、コン

ピュータ役がユーザーのアクションに応じて紙を動かすなど、ナビゲーションの必要があります。

このデメリットは次項で紹介するツールを使ったプロトタイピングでカバーできます。

1-2-2 ツールを使ったプロトタイピング

ツールを使ったプロトタイピングとは、ペーパープロトタイプやデザインカンプをベースに動

作モックを作成し、実際のプロダクトを触るのに近い形で使い勝手やインタラクティブを確認す

る手法です。Webサービスやアプリを使用し、シナリオや画面フローに合わせて画面の順番を組

み立て、タップできる範囲を指定して遷移させたり、簡単なインタラクションを作成します。そ

のため、ツールを使ったプロトタイピングは、ペーパープロトタイピングに対して動的でデジタ

ルなプロトタイピングと言えます。

もっとも、ツールを使ったプロトタイピングと言っても、紙に手書きした画面をスキャンして

取り込みフローを設定しただけの、ペーパープロトタイプの単なるデジタル版から、デザインカ

ンプレベルの画面を使った完成品に近い見た目の動作モックまで、そのクオリティはさまざまで

す。プロトタイプをどこまで作り込むかは、要件やインターフェースの使い勝手の確認、ビジュ

アル設計のレビューなど、プロトタイピングの目的によって変わります。
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画面構成やタスクフローなど仕様の理解、UIの使い勝手やインタラクションの確認、見た目の

デザインのレビューと、幅広い目的で使われます。ペーパープロトタイピングと違い、実物に近

い動きを表現できることから、特にボタンの押しやすさやそのインタラクションなど、実際に実

機を触って操作した際の使い勝手などが、確認の主な目的となります。

動きまで表現できる
実物に近い状況で検証できる
デジタル形式で管理・共有できる

【ツールを使ったプロトタイピングのメリット】

Ds EnEn

図 1.9 ツールを使ったプロトタイピングのメリット 

図 1.8 ツールを使ったプロトタイピング
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ツールを使ったプロトタイピングのメリット
ツールを使ったプロトタイピングには、ペーパープロトタイプでは得られない、次に挙げるメ

リットがあります。

●動きを表現できる
動きを表現できるため、具体的で完成品に近いプロトタイプが作成できます。ペーパープロト

タイプと組み合わせることで、実際には動作しない「紙」のデメリットもカバーできます。

●実物に近い状況で検証できる
実機上で動くモックを使用するため、より完成品に近い状況で検証できます。実際のアプリに

近い感覚で手触りや遷移、レイアウト、サイズ感、操作性などを確認することが可能です。

●デジタル形式で管理・共有できる
Webサイト上のモックやアプリのファイルとして作成されるので、比較的簡単に管理、共有で

きます。ただし、使用ツールによって共有方法が異なる、もしくは共有できない場合もあります。

ツールを使ったプロトタイピングのデメリット
しかし、ペーパープロトタイピングとは違い、デメリットとも言えるポイントや注意点もいく

つかあります。

●メンバー全員で作成できない
端末上もしくはパソコン上のソフトウェアを使用するケースがほとんどのため、 基本的に制作

者 1人での作業になります。もちろん、成果物である動作モックはチームメンバー全員で確認で

きますが、作成プロセスを通して複数メンバー間での仕様検討や意識共有は困難です。

●柔軟性に欠ける
紙のようにミーティングの場で切ったり貼ったりができないため、プログラムで実装するほど

ではないにせよ、ペーパープロトタイプと比べると固定的で柔軟性に欠けます。その場で柔軟に

変更するなど流動的な対応は困難なため、初期段階での認識合わせや情報共有は、ペーパープロ

トタイピングの方がより多くの結果が得られます。
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●割高なコスト
ツール自体に習熟が必要となるため、ペーパープロトタイピングと比較すると時間や手間が掛

かります。もっとも、プロトタイプ作成用アプリケーションやWebサービスを利用することで、ペー

パープロトタイピングほどの柔軟性はなくとも、通常のプログラミングより手軽に調整や変更す

ることが可能です。

上記の通り、ペーパープロトタイピングと比較すると、ツールを使ったプロトタイピングだけ

ではカバーできない点がいくつかあります。したがって、動作モック単独ではなく、ペーパープ

ロトタイピングと組み合わせることが、より効果的と言えます。

ツールの種類
プロトタイプ作成には、Webサービスや HTML、Storyboardや Android Studioなどのコー

ディング用ソフト、「POP」や「Briefs」などのプロトタイプ作成アプリなど、さまざまなツー

図 1.10 ツールの種類
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ルが利用できます。当然ながら、必要なコストや作成できる動作モックのクオリティ、制作者に

求められるスキルはツールによって異なります。

1-2-3 良いプロトタイプ、悪いプロトタイプ

本節ではプロトタイピングの概要やメリットを紹介していますが、単純にプロトタイプを作成

すればプロダクト開発がスムーズに進み、必ず成功するわけではありません。プロトタイプにも

良し悪しがあります。では、良いプロトタイプとはどのようなものなのでしょうか。

●早期に設計の検証が可能
プロトタイピングの役目は、開発初期段階でのリスクの最小化です。そのため、要件定義や UI

設計の段階で何度もプロトタイプを作成し、検証・改善を繰り返していくことが理想的なプロト

タイピングです。

プロトタイプを作成・検証することで、初期段階でプロダクトの善し悪しを評価できます。特

にペーパープロトタイプに代表される低精度プロトタイプに求められることは、開発の初期段階

初期フェーズ
要件定義・UI設計 等

PDAC
サイクル

プロジェクト

Action
（改善）

Plan
（計画）

Check
（評価）

Do
（実行）

図 1.11 早期の設計検証


