
UXデザイナー
⼈間中⼼のデザインをマスターし、美しく、使いやすい、クリーンなユーザーエクスペリエンスを
創出しましょう︕

デザイン

受講期間:
約750時間 個⼈メンター

受講期間の⽬安:
12カ⽉

修⼠号レベル
ディプロマ⽇本語サポート



OpenClassroomsでは、最も需要の⾼い仕事に必要なスキルを特定し、受講者がそれらのスキルを習得できる
コースやディプロマの開発を⾏っています。本コースであるUXデザイン修⼠レベルのディプロマプログラムは、専任のメ
ンターから学習サポートを受けながら完全にオンラインで受講することができます。

UXデザイナーの役割は、実際のユーザーニーズに応えた優れたユーザーエクスペリエンスを実現することです。
UXデザイナーは特にあ以下の責任を負う必要があります︓

• さまざまな調査⽅法を実施
• リサーチを通じてデザイン的な意思決定に影響⼒を及ぼす
• コンセプトのプロトタイピングを⾏う
• 複雑な問題を解決する
• 顧客のニーズを満たすエクスペリエンスとソリューションを設計する
• 実際のユーザーにテストを繰り返し⾏う
• デザイン的な意思決定を共有する
• チームやプロジェクト間で連携する

UXデザイナーの雇⽤機会について

UXデザイナーはスタートアップ企業から⼤企業まで、あらゆる種類の企業で採⽤されています。UXデザインは様々
な業界に必要な仕事であり、UXデザインチームはデザインリサーチャー、ユーザビリティテスター、UXデザイナー、UI
（ユーザーインターフェイス=ビジュアル的なルックアンドフィール）、デザイナーといった⼈員から構成されています。
もちろん、UXエキスパートとしてフリーランスで働くことも可能です。

受講条件

この学習パスを受講するための条件は下記をご参照ください。

• ウェブデザイン、⼼理学、社会学学⼠号。学⼠号は未取得だが同等の経験をお持ちの⽅は、こちらまでお問い
合わせください（さらに情報が必要の場合はadvisors@openclassrooms.comまでご連絡ください）。

• 英語⼒（CEFRレベルのB2、IELTSバンドスコア6.5、またはTOEFLスコア80推奨）
• コンピューター（WindowsまたはMac）、ヘッドフォン、Webカメラ、安定的なインターネット接続
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何を学ぶ︖

• UXの原則を実際のプロジェクトに適⽤
• エスノグラフィー、ユーザビリティテスト、カードソーティングなど様々なリサーチ研究を実施
• シナリオを評価し、調査計画を作成する
• デザイン思考のエキササイズとワークショップを主催する
• デザイン案をプロトタイプ化し、時間とお⾦を節約する
• ワイヤーフレームの作成
• プロダクト開発における調査結果と分析の適⽤
• クリエイティブプロジェクトを管理する
• 複雑なアイデアを現実的な⽬標に変換
• 効果的なユーザーエクスペリエンスの設計
• プロジェクトにグラフィックデザインスキルを応⽤する
• プロセスとデザインに関する意思決定を伝える
• 調査結果をステークホルダーおよびクライアントに発表する

どのような仕事に就ける︖

受講後は、下記のような役割での活躍が期待できます︓

• UXデザイナー
• UX / UIデザイナー
• エクスペリエンスデザイナー
• デザイン/ユーザーリサーチャー

OpenClassroomsの学習⽅法について

OpenClassroomsでは、実践的なプロジェクトへの取り組み、および専任のメンターセッションを中
⼼に受講を進めるユニークな学習⽅法を採⽤しています。

プロジェクトベースの実践的学習
OpenClassroomsの学習は常にプロジェクトを中⼼に実施されます。なぜなら、習熟度を上げるには実践
課題に取り組むことが最も早い近道だからです。実践的なプロジェクトで効率的に学習し、新しい職場ですぐ
にスキルを即戦⼒として適⽤することができます。

プロジェクトの事例をご覧になりたい場合は、こちらのブログをぜひ参照してください。

メンター制度
パス受講期間中は、メンターとの1対1のサポートセッションをビデオ会議形式で⾏います。 メンターは、各
プロジェクト毎にガイダンスを提供し、学習⽬標の定義から⽬標達成までサポートします。
OpenClassroomsのメンターは各分野の専⾨家であり、受講⽣とノウハウを共有する⼒が備わったプロ
フェッショナルです。

ご質問がありますか︖弊社の学⽣アドバイザーまでお問い合わせください︓+44-20-3868-9900,
+1-(929)-376-0101。または、こちらから情報請求を⾏えます。受付時間︓⽉曜〜⾦曜, 8:30〜
18:00 (英国時間)。東部標準時では13:00まで。
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UXデザイナーとして物事を考える
UXデザインとは「ユーザーエクスペリエンスデザイン」の略であり、ユーザーまたは顧客をデザインプロセスの
中⼼に置くことを意味します。ご⾃⾝初のプロジェクトでは、あなたが誰よりも理解している⼈物である
「⾃分」のためにデザインしましょう︕

習得スキル

• UX専⾨⽤語を理解し、コミュニケーションする
• ストーリーテリングの原則を使⽤して説得⼒のあるプレゼンテーションを⾏う
• マインドマッピングを使⽤してアイデアを表現する
• ⼈間中⼼のアプローチを適⽤

関連コース
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プロジェクト 1 -40 時間

UXデザインの世界
Dive into UX Design
初級 8時間

ユーザーエクスペリエンスデザイナーの視点を通して物事を新たに探求しましょう。
研究から設計まで、主要なUXの原則とプロセスを学びます。

学習法を学ぶ
Learn How to Learn
初級 6時間

迅速かつ効率的に学ぶ⼒は、⽣涯を通じて、あらゆる分野やキャリアへの扉を開く重要な
スキルです。このコースを受講することで学習能⼒を⾼め、⼈として、キャリアマンとしての⾃
分の成⻑を管理しましょう︕
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ストーリーテリングとデザインを通じてアイデアを伝える
Communicate Your Ideas Through Storytelling
初級 12時間

ストーリーテリングとグラフィックデザインは、アイデアを伝えるための強⼒なツールで
す。プロセスを通して、作業はすべて必ず⽂書化してください。
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コーヒーブランドのリサーチを実施

ある多国籍ブランドから依頼されたあなたは、⼈々がどのようにコーヒーを⽇々飲んでいるかについ
て調査を⾏う任務を与えられました。現場に出向き、消費者を観察し、実際に話すことで興味
深い知⾒を⼿に⼊れましょう︕

習得スキル

• 調査研究の主な発⾒とその限界を理解する
• 有意のペルソナを作成する
• ユーザーのニーズを理解するためにフィールド調査を実施する
• 実際のユーザープラクティスを分析および統合する
• 調査資料を作成し、インタビューを実施する
• カスタマージャーニーをマッピングする

関連コース
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プロジェクト 2 -90 時間

デザインおよびユーザー調査を⾏う
Conduct design and user research
初級 10時間

⼈々が何を⾔っているのか、それに対して実際にどのような⾏動を取るのか、実世
界にて調査を⾏いましょう。期待値や思い込みを打ち破り、エスノグラフィー、イン
タビュー、参加者観察を通じて本質を明らかにしていきます︕

プロダクト調査を⾏う︓競合他社を分析し、潜在顧客をインタビューしよう
Do product research: analyze the competition and 
interview potential customers

中級 12時間

アイデアの実現可能性を理解するためには、競合他社の調査、市場セグメントの特定、潜在顧客に
インタビューし、ターゲットペルソナを開発する必要があります。
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⾃分の憧れの旅⾏計画を
ユーザビリティテストする
ユーザビリティテストを実施してユーザーの⾏動をよりよく理解し、知⾒と新たな機会を発⾒しま
しょう。

習得スキル

• ユーザビリティ調査を計画し、実施する
• カードソーティング⽅法を使⽤してメンタルモデルを理解する

関連コース
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プロジェクト 3 -70 時間

プロダクトのユーザーテストを⾏う (ユーザビリティテスト)
Test products on users (usability testing)
初級 8時間

ユーザビリティテストにおけるベストプラクティスを活⽤し、ユーザーのメンタルモデル
への洞察を得るための⽅法を学びましょう︕調査結果を共有することも忘れずに。
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ワイヤーフレームを使って
はじめてのアプリをプロトタイピング
ウェブサイトやアプリの現⾏のデザインに気を取られてしまって新しいアイディア創出ができないことがありま
す。そのため、まずは単純な形に、すなわちワイヤーフレームに分解しましょう。その次に簡単なデジタルプ
ロトタイプを作成し、ユーザーテストを開始していきます。

習得スキル

• リモートユーザビリティテストを実施
• ユーザーフローを図式化する
• クリック可能なプロトタイプを作成
• Webまたはモバイル⽤のワイヤーフレームを設計

関連コース

8

プロジェクト 4 -80 時間

ワイヤーフレームを使って簡単なプロトタイプを作成
Create Simple Prototypes With Wireframes
中級 15時間

ワイヤーフレームを使ってWebサイトまたはアプリの機能を伝えましょう。 さらに
ユーザーフローを図式化し、⼿順がすべて整っていることを確認します。

Sketchを学び、クリック可能なプロトタイプを作成してモバイルでテ
ストしよう
Learn Sketch, build a clickable prototype, and test 
it on your mobile

上級 20時間

プロトタイピングとは、顧客、ステークホルダー、さらには開発者とコミュニケーショ
ンを取り、フィードバックを得るための優れた⽅法です。 最⼩限の実⾏可能な
製品を特定するプロセスを学びましょう︕
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クリエイティブプロジェクトを管理
ある中⼩企業を顧客とするあなたは、ビジネス規模を拡⼤するための⽬標達成ロードマップを作成し、
計画通り遂⾏させる任務を負っています。
上記以外にも、本パスで実施する様々なプロジェクトの整理および管理の最適な⽅法を学びましょう。

習得スキル

• Wikiを通じて⾃⾝のプロジェクトを整理
• プロジェクトブリーフ（概要）を作成
• プロジェクト管理⽤のツールとテクノロジーを提案する
• ビジネスモデルキャンバスを作成

関連コース
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プロジェクト 5 -70 時間

クリエイティブプロジェクトを管理しよう
Manage creative projects
初級 8時間

プロジェクトを整理し、チームメンバーと効率的に協業する⽅法について学びます。

プロジェクトマネジメント⼊⾨
Project Management 101
初級 6時間

このコースでは、⼤規模な外部クライアント向けのプロジェクト計画を作成する⽅法を
学習します。予算とコストだけでなく、作業の⾒積もりと納期の計画も⾏いましょう。
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デザインシンキング
ワークショップを開催
デザインシンキング（デザイン思考）ワークショップを開催し、進⾏役を務めましょう︕

習得スキル

• エンゲージメントの⾼いデザインワークショップを企画・開催する
• ワークショップ環境内でデザイン思考の基本原則を適⽤
• 低忠実度のプロトタイピング⼿法を使⽤してアイデアを形にする
• デザインワークショップの準備を⾏う

関連コース

デザイン思考ワークショップを主催しよう
Host a design thinking workshop
中級 15時間

デザインシンキングの実践的経験を⾝に着けよう︕ワークショップを通して共感、
定義づけ、アイディエーション、プロトタイプ、テストといった様々な要素を学び、デザ
インスプリントについても考察します。
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プロジェクト 6 -60 時間
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FOMO（取り残される恐怖）に打ち
勝つためのアプリを制作
あなたはFOMO（SNS病の⼀種である、他⼈に取り残される不安）の克服に役⽴つアプリの制作
に関わっています。ユーザーインタビュー実施から構想まで、ユーザーの⽴場に⽴って問題を解決しま
しょう。

習得スキル
• ロゴおよびブランディングをデザイン
• ⼼理学をデザイン作業に応⽤

関連コース

⼼理学をデザインに応⽤する
Apply psychology to design
中級 10時間

⼈間の⾏動、週刊、感情を深く理解し、より良いデザイン判断を⾏いましょう。

体験の視覚的側⾯をデザインする（UIデザイン）
Design the visual side of experiences (UI design)
中級 15時間

デザインシステムを探求し、グラフィックデザインの視点からユーザーインターフェイス（UI）
またはプロダクトデザインで独⾃のデザイン性を養いましょう。
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プロジェクト 7 -130 時間
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アナリティクスを活⽤してUXデザイン
に反映
あるeコマースサイトを運営する会社から、商品のパフォーマンスを深堀するための調査依頼が来ました。
好成績の商品が判明すれば、次に取るべきデザインの⽅向性を決めることができます。

習得スキル

• Google Analyticsを使⽤してデータを解釈
• メトリクスおよび定量的データをプロダクト開発に適⽤
• インフォグラフィクスの作成とデータの視覚化

メトリクスをデザイン判断に適⽤する
Apply metrics to design decisions
中級 10時間

プロダクトは千差万別です。最適なデザイン判断に必要なメトリクス（業績指
標）について学びましょう。ストーリーテリングの⼿法を使い、シンプルかつ効果的
なチャートやグラフを通じてデータを視覚的に伝えます。
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プロジェクト 8 -60 時間

関連コース

メトリクスを分析してデータ主導型のプロダクト戦略を定義する
Analyze metrics to define a data-driven product strategy
中級 12時間

効果的なプロダクトマネージャーは、意思決定においてデータドリブンな⼿法を取ります。 必
要なコンセプト、ツール、フレームワークについて学び、プロダクトの⽬標達成を保証しましょう。
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既存のプロダクトを改善
あなたは、既存のWebサイトの改善を担当する社内デザイナーです。リーンとアジャイル⼿法を組み合わ
せながら、情報アーキテクチャとコンテンツ戦略の観点からどのように改善できるかについて、その推奨案を
作成しましょう。

習得スキル

• プロダクトロードマップを作成
• MVPの定義を制作
• リーンUXをアジャイル環境に統合

関連コース
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プロジェクト 9 -50 時間

プロダクトロードマップの構築
Build a Product Roadmap
中級 20時間

ロードマップは、プロダクトビジョンを実現するためにチームが果たすべき役割を定義し、
その⽅向性を共有するために役⽴ちます。 インパクトマッピングやストーリーマッピング
などのツールを使⽤して、⽬標達成までの道のりを⽰すロードマップを作成しましょう。

アジャイルプロジェクト管理とスクラムについて学ぶ
Learn About Agile Project Management and SCRUM
初級 15時間

アジャイルなソフトウェア開発の原則を学びましょう。SCRUMチームによるスプリントの計画、
各サイクルへのフィードバックの組み込み、レトロスペクティブ（振り返り）、デイリー会議の
仕⽅について発⾒します。
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編集者のように考える（コンテンツ戦略とUXライティング）
Think like an editor (content strategy and UX writing）
初級 10時間

デザイン市場における競争優位性を⼿に⼊れるために、ご⾃⾝のライティングスキルを磨きま
しょう︕ UXデザイナーは、コンテンツストラテジストやUXライターといった役割も⼀部担う必要
があります。

リーンスタートアップについて学ぶ
Learn about Lean Startup
中級 20 時間

すべてのプロダクトビジョンには多くの想定事項が含まれています。 リーンスタートアッ
プの⽅法論は「構築・測定・学習」アプローチを適⽤するためのフレームワークであり、
⼿順の設計や結果データの分析を通じて想定事項を検証する有効な⼿法です。
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UXポートフォリオと
ケーススタディを作成
ここまでよく頑張りました︕本パスで学んだことをポートフォリオに整理しましょう。ケーススタディも
しっかりと準備することで、UXの仕事に採⽤されやすくなります。

習得スキル

• ポートフォリオとケーススタディを作成し、⾃分のデザイン作品を披露する
• オンラインプレゼンスを確⽴して管理する

関連コース
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ポートフォリオとケーススタディを準備する
Prepare Your Portfolio and Case Studies
中級 20時間

美しくデザインされたケーススタディを盛り込んだポートフォリオを作成し、他の候
補者から⾃分を差別化しましょう︕オンライン全体で⾃分のプレゼンスを確⽴
することも忘れずに。

プロジェクト 10 -100 時間

WordPressサイトを簡単かつ美しく構築する
Build quick and beautiful WordPress sites
初級 10時間

WordPressは、あらゆるタイプのWebサイトを構築するために不可⽋なツール
です。プラットフォーム上で⾒栄えの良いサイトをすばやく⽴ち上げる⽅法をマス
ターしましょう。
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