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良いCX/UX、悪いCX/UXとは何か、その違いは利用者中心であるか否かに尽きる
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話者紹介

川端 一生

関西日本電気ソフトウェア株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会

社）入社、株式会社エイチアイ代表取締役社長、アートスパークホールディン

グス株式会社代表取締役社長を経て、エスディーテック株式会社を設立。

現在に至る。

エスディーテックは、人間中心設計のデザインにより利用時品質の高い未来を描き、確かなエンジニアリングにより未来を創る会社です。

未来を描いて創ること、これがデザインエンジニアリングです。

デザイナとエンジニアのチームがお客様と共に、人を見つめ、物事の本質を掴み、テクノロジーの可能性と照らし合わせて、上流デザイン

からソフトウェアの開発までを行います。

即ち、発想から実装までをお客様と共創しながら行う会社なのです。

お客様と一緒に、数多くの新しいプロダクトと製品を世に送り出し、お客様のビジネスの成功に貢献することが私たちの使命です。

エスディーテックは、デザインエンジニアリングにより、豊かで確かな未来を描き創ります。
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エスディーテック株式会社
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ユーザーつくり手 製品（モノ・コト）

設計／製造時品質 利用時品質

つくり手視点で規定される設計／製造時品質（＝機能品質、製品品質）に対し、

ユーザーが利用する際に実感される品質、つまり利用者を中心に据えた品質

つくり手： ユーザー：

www

利用時品質とは？
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利用時品質の良い事例：クリーニングのタグ

機能品質：きれいにクリーニングし、アイロンをかけている（提供者中心）

利用時品質：シャツを使うとき、開封しなくとも長袖／半袖がわかる（利用者中心）
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利用時品質の悪い事例：パスポートの電子申請システム

機能品質：パスポートを電子申請できる（提供者中心）

利用時品質：2004-2005で利用者累計133人、利用率0.000035％、2006/8に停止発表

外務省.パスポート電子申請の停止について. 渡航関連情報. 外務省. 2006. 
https://web.archive.org/web/20061005093335/http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko
/passport/denshi.html,（参照2021-11-5）.

財務省.予算執行調査（５７）事業概括表（１８年度）. 予算執行調査（平成
18年７月）. 外務省. 2006. 
https://web.archive.org/web/20060720091852/http://www.mof.go.jp/jouhou/syuk
ei/sy180704/1807c.pdf,（参照2021-11-5）.
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ユーザー製品（モノ・コト）

製品（モノ・コト）をユーザーが利用する際の界面（User Interface）であり

ユーザーにとってUIは手段である

www

UIとは？

UI
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ユーザー製品（モノ・コト）

製品（モノ・コト）をユーザーが利用する際の体験（User Experience）であり

ユーザーにとってUXは主観である

www

UXとは？

UI UX
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UI＝手段

Apple Inc.. iOS 14、9月17日より提供開始. Apple Newsroom. Apple Inc.. 2020. 
https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/09/ios-14-is-available-today/,（参照
2021-11-5）.

UX＝主観
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UI＝手段

Apple Inc.. iOS 14、9月17日より提供開始. Apple Newsroom. Apple Inc.. 2020. 
https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/09/ios-14-is-available-today/,（参照
2021-11-5）.

UX＝主観

UI=手段が良くて、使いやすければ

UX=主観が良くなる、とは限らない

が

UIが使いにくくてUXが良くなることはない



14

UI/UXの良い事例：エレベーターのボタン

UI：ボタンのラベルを階数表示ではなく、施設表示にしている

UX：何階に何があるのか知らなくても迷わない（利用者中心）
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UI/UXの良い事例：トランクオープナー

UI：バンパー下のセンサー

UX：荷物を持って両手が塞がっていても、簡単にトランクを開けられる（利用者中心）

メルセデス・ベンツ日本. テールゲート開閉が簡単にできるフットトランクオー
プナー（テールゲート自動開閉機能）. メルセデス・ベンツ日本オフィシャルサ
イト. メルセデス・ベンツ日本. 2021. https://www.mercedes-
benz.co.jp/passengercars/mercedes-benz-cars/models/glb/glb-suv/facts-and-
lines/utility-detail-x247/foot-trunk-opener-x247.html,（参照2021-11-5）.
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UI/UXの良い事例：ホームの案内図

UI：路線名、ホームの番号、現在駅、停車駅を表示した案内図

UX：路線図とホームが対応しているので、どちらに乗れば良いかわかる（利用者中心）
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UXが良くなるUIを設計するためには、利用状況に配慮すること（＝利用者中心）

何階に何があるかを知らない

エレベーターのボタン

トランクオープナー

ホームの案内図

両手が塞がっているときほどトランクを使いたい

どちらのホームから目的地に行けるか知らない
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ところで

利用時品質とUXは同じことでしょうか？
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利用時品質とUXは同じこと？

利用時品質とUXが同じことを指す場合もある
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利用中利用前 利用後

利用時間全体

時間経過とUX

UX UX＝利用時品質 UX

UX

体験を想像する 体験する ある体験を内省する

多種多様な利用期間を回想する
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つまり

利用時品質は、狭義のUX（利用中UX）と同じこと

広義のUX（利用前中後、利用時間全体）とは異なる
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CXとは？

CX：Customer Experience

UX：User Experience

顧客の体験

利用中がUXで、利用の前後を含めた全般がCX？

利用の前後やある期間での体験全てがUX？ CX？

ひとつの製品やサービスの体験ではなく、それを
提供している企業から得られる体験全てがCX？

利用する人とお金を払う人が別の場合もある

曖昧に使われているが、利用者中心に考えることが重要で、かつ、本質

この図のUXをCXと置き換えても良い

ユーザーの体験
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良いCX/UX、悪いCX/UXとは何か、

その違いは利用者中心であるか否かに尽きる
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利用者を中心に据えた設計：Human Centered Design（ISO9241-210）

利用状況の
把握と明示

ユーザーの
要求事項の明示

解決案の作成

ユーザー評価

1

2

3

4

利用者中心の開発を行うためのメソッド
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利用状況の
把握と明示

1

ユーザーの
要求事項の明示

2

解決案の作成

3

ユーザー評価

4

「As Is」を正しく知る

• エスノグラフィ
• デプスインタビュー
• グルイン
• アンケート
• Webリサーチ
• ドッグフーディング
• CJM（As Is）
など

「To Be」を正しく設定する 適切なフィデリティで素早く作る

• WF検討
• プロトタイピング（PoC制作）
• トーン＆マナー検討
• レイアウト検討
• 画面遷移
• マイクロインタラクション
• ビジュアルデザイン
など

• ペルソナ
• CJM（To Be）
• ユースケース（Text）
• シナリオ（Visual）
• UXコンセプト
• UIコンセプト
など

適切な手法で評価を実施する

• ユーザビリティテスト
• ヒューリスティック評価
• エキスパートレビュー
• Webアンケート
• 会場調査
など

ユーザー要求を可視化・可体験化し、利用時品質を評価することにより

「どんな体験が望まれているか？」を明確化してゆくプロセス

Human Centered Design = HCDプロセスとは
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モノの利用者と提供者の関係

石器時代の石斧 かつての職人仕事

現在のモノづくり利用者によるモノづくり

提供者＝利用者

One to Oneよるモノづくり

提供者1：利用者1 提供者n：利用者n

多機能・高機能・複雑化

A担当

B担当

C担当

D担当

利用状況へのフィット：○ 利用状況へのフィット：○ 利用状況へのフィット：？
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モノの利用者と提供者の関係

石器時代の石斧 かつての職人仕事

現在のモノづくり利用者によるモノづくり

提供者＝利用者

One to Oneよるモノづくり

提供者1：利用者1 提供者n：利用者n

多機能・高機能・複雑化

A担当

B担当

C担当

D担当

利用状況へのフィット：○ 利用状況へのフィット：○ 利用状況へのフィット：？

「モノ」を「コト」に置き換えても同じ

利用者の状況がわからずに開発すれば、

必然的にCX/UXは悪化します
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ゆえに、利用者を中心に据えた設計

HCDが必要になるのです
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人間中心設計を推進するには

多様性・多能性のあるチームが必要
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多様性・多能性のあるチーム

• 利用者に寄り添って話を聞くのが得意

• 利用者の話からインサイトを見つけるのが得意

• 利用者の話から課題・ベネフィットを整理するのが得意

• ターゲットユーザーを設定し、ペルソナを検討することが得意

• 利用者の行動を見える化し、チーム内で目線合わせをすることが得意

• 手早くプロトタイプを作成し、サービスイメージを可体験化することが得意

• 利用者の好む世界観を表現するビジュアルイメージを作ることが得意

• UXを評価するための方法を検討することが得意

• 利用者のデータを元に要因分析することが得意
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多様性・多能性のあるチーム

• 利用者に寄り添って話を聞くのが得意

• 利用者の話からインサイトを見つけるのが得意

• 利用者の話から課題・ベネフィットを整理するのが得意

• ターゲットユーザーを設定し、ペルソナを検討することが得意

• 利用者の行動を見える化し、チーム内で目線合わせをすることが得意

• 手早くプロトタイプを作成し、サービスイメージを可体験化することが得意

• 利用者の好む世界観を表現するビジュアルイメージを作ることが得意

• UXを評価するための方法を検討することが得意

などなど

このような多様性・多能性のあるチームづくりは

エンジニアだけでは難しく

デザイナやデータサイエンティストなど

多様なスキルを持った人材が必要



37

「どんな体験が望まれているか？」
Experience Design

「その体験をどう実現するか？」
Implementation Design

Designer

Engineer

Designer

Engineer

発想から実装まで、デザイナーとエンジニアの共創により実現

発想 実装

共創

人間中心設計を推進するにはデザインエンジニアリングが重要
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職能間の共創：デザイナとエンジニアなど

共創

クライアントとの共創 → 重要性が増している

VUCAと呼ばれる不確実な時代、クライアント側から
明確な「これをつくって欲しい」という依頼は減ってきた

「どうやってCX/UXを良くするか、一緒に考えて欲しい」
というような依頼が増えてきている

つまり「How」の提供ではなく「What/Why」を定める業務が
求められてきている
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共感力：ユーザー体験を自分ごと化して捉え、
目指すUXを見出す力

これからのIT開発人材に重要な資質

共創力：多様な関係者をリード／ファシリテートして
プロジェクトを前に進める力

エンジニアリング、データサイエンス、デザインなどの専門性に加え
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研修のご案内

企画・提案に不可欠なUX視点獲得

本日のセミナーでご説明したUXおよび
人間中心設計について、実践的に学ぶ研修です

日時：11/26（金）9:30-17:30

~利用時品質向上のために人間中心設計を学ぶ~

講師：エスディーテック株式会社
クリエイティブディレクター 永野克己

https://www.it-innovation.co.jp/academy/ba-courses/ba-058/

申し込みはこちらから（締め切り日：11/9）

受講料：67,100 円／名（税込）
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まとめ

利用時品質に着目

利用者中心の開発→人間中心設計

職能職域を超えた共創

クライアントと受託者を超えた共創

共感力と共創力


