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2016 年より、AI（人工知能）本格導入のためのトライアルを開始し、AIシステムやロボ
ティクス関連の実証実験に参加。ニューラルネットワークを使った機械翻訳と画像置換処理
（写真画像のイラスト表現など）を中心に小規模なテストを実施している。 2017年より、
Adobe Community Evangelistとして主にAdobe Sensei（AI）やAdobe XD関連の
イベント登壇、講演などを行なっている。

Mr.CreativeEdge - 



Adobe 
Community 
Evangelist

Creative Cloud製品やサービスに関する豊
富な知識だけでなく、制作現場での様々な経
験を持ち、それらを積極的に発信・共有して
いる 
アドビ公認のエバンジェリストです。

https://www.adobe.com/jp/information/creativecloud/adobe-community-evangelist.html



1. 作業に合わせてXDを拡張していくために
2. プラグインと連携クラウドサービス
3. Jira + XD／Zeplin + Jira + XD 
    Sympli + Jira + XD／Quest AI + XD
4. 連携クラウドサービスの選び方

本日のアジェンダ



自分の作業に合わせて 
XDを拡張していくために





プラグインを最大限に 
活用しよう！

プロジェクト管理システムの 
導入を検討してみよう



Adobe製品の拡張機能
（XD以外）



Adobe Exchange







Remove.bg



Extension
AI技術による高度な被写体の 

切り抜き処理
Remove.bg



Extension
AI技術による高度な被写体の 

切り抜き処理
Remove.bg

+



Extension
AI技術による高度な被写体の 

切り抜き処理
Remove.bg

+XDから一時的にPhotoshopを使う







1枚の切り抜きは無料！試してみよう



プラグインと 
XDと連携できるクラウドサービス



プラグイン



共同編集 
プロジェクト 
管理

ユーティリティ 
自動化



書き出し 
変換 

ハンドオフ

テスト 
ユーザビリティ 
チェック



デザイン 
アセット 
素材



［1］Lorem Ipsum 
［2］TrimIt 
［3］Split Rows 
［4］Free Stock Search 
［5］Image Optimizer / Image minify 
［6］Icons and Symbols 
［7］Print Artboard 
［8］Notes and Annotations 
［9］Resize Artboard to Fit Contents 
［10］Google Sheets

［11］This Person Does Not Exist 
［12］Angle 
［13］Quest AI  
［14］Bookmarks 
［15］unDraw 
［16］Calender 
［17］Rename it 
［18］Web Export 
［19］Smart Layout 
［20］Toolabs DSM

プラグインの一例



プラグインの一例

［1］Lorem Ipsum 
［2］TrimIt 
［3］Split Rows 
［4］Free Stock Search 
［5］Image Optimizer / Image minify 
［6］Icons and Symbols 
［7］Print Artboard 
［8］Notes and Annotations 
［9］Resize Artboard to Fit Contents 
［10］Google Sheets

［11］This Person Does Not Exist 
［12］Angle 
［13］Quest AI  
［14］Bookmarks 
［15］unDraw 
［16］Calender 
［17］Rename it 
［18］Web Export 
［19］Smart Layout 
［20］Toolabs DSM



TrimIt

プラグインの一例

Split Rows

Free Stock Search

テキスト量に応じてテキストフレームの高さをフィットさせる

テキストを改行で分割する

写真やベクターグラフィックス、アイコンなどの検索、挿入



デモンストレーション





TrimIt

プラグインの一例

Split Rows

Free Stock Search

テキスト量に応じてテキストフレームの高さをフィットさせる

テキストを改行で分割する

写真やベクターグラフィックス、アイコンなどの検索、挿入

無料

無料

有料無料



XDだけで頑張る プラグインを活用

plug-in

plug-in

plug-inplug-in

作業時間：2時間 作業時間：45分



XD連携クラウドサービス









Jira + XD



- Jiraとは？ 
- Jiraを使うメリットは？ 
- XDと連携させる方法









プロジェクト管理システム



https://www.wrike.com/ja/

Wrike

https://www.wrike.com/ja/


https://area.autodesk.jp/product/shotgun/

Shotgun

https://area.autodesk.jp/product/shotgun/


https://www.brushup.net/

Brushup

https://www.brushup.net/


https://www.atlassian.com/ja/software/jira

Jira

https://www.atlassian.com/ja/software/jira


小林さん 山田さん 鈴木さん 高橋さん

企 画
デザイン

営 業

マーケティング
企画書

UI
提案書

データシート
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そのレベルだと 
1ヶ月以上かかりますよ！

デザイナー
営業

えっ？ 
できないの？



そのレベルだと 
1ヶ月以上かかりますよ！

デザイナー
営業

えっ？ 
できないの？

職 域











×







デモンストレーション







えっ、これ 
最新版 

じゃないの？
修正画像を 
メールで 
送ります

コンポーネントの 
仕様って 

変わったんですか？
どれが最新？

メールじゃなく 
Dropboxに 
入れて！



プロジェクト管理 プロジェクト管理







無料プランがあるので試してみよう



Zeplin + Jira + XD



https://zeplin.io/why-zeplin

https://zeplin.io/why-zeplin


- Zeplinとは？ 
- Zeplinを使うメリットは？ 
- XDと連携させる方法



- Zeplinとは？ 
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クラウドベースのハンドオフツール



- Zeplinとは？ 
- Zeplinを使うメリットは？ 

- XDと連携させる方法

デザイナーとエンジニアのプロトタイプ共有をスムーズに 
実行できること



デモンストレーション









無料プランがあるので試してみよう



Sympli + Jira + XD



https://sympli.io/

https://sympli.io/


- Sympliとは？ 
- Sympliを使うメリットは？ 
- XDと連携させる方法
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- Sympliとは？ 
- Sympliを使うメリットは？ 

- XDと連携させる方法

デザイナーとエンジニアのプロトタイプ共有をスムーズに 
実行できること



デモンストレーション











無料プランがあるので試してみよう





無料プラン

無料プラン

無料プラン

無料プラン



Quest AI + XD



Quest AI https://quest.ai/









デモンストレーション











無料プランがあるので試してみよう



• Sitemap generator 
• Robots.txt generator 
• Multi-variate testing of pages 
• CMS integration 
• Advanced parallax scrolling

Coming Soon
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LPの視差効果



連携クラウドサービスの選び方





組織の規模





デザインシステムの構築・運用



Adobeのデザインシステム



https://spectrum.adobe.com/











デザインシステムの構築・運用





一人



既存のスタイルガイドをクラウドで一元管理

一人
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既存のスタイルガイドをクラウドで一元管理

一人
驚くほど導入コストが下がっている



既存のスタイルガイドをクラウドで一元管理

一人
驚くほど導入コストが下がっている

無料プランも提供されるように



本日のまとめ



- XDを拡張して作業を効率化 
- プラグインを積極的に活用 
- 連携クラウドサービスの導入を検討 
- プロジェクト管理の重要性
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XDを自分の作業に最適化



- XDを拡張して作業を効率化 
- プラグインを積極的に活用 
- 連携クラウドサービスの導入を検討 
- プロジェクト管理の重要性



- XDを拡張して作業を効率化 
- プラグインを積極的に活用 
- 連携クラウドサービスの導入を検討 
- プロジェクト管理の重要性

作業のスピードアップ
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無料プランもある。まずは試してみよう
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- XDを拡張して作業を効率化 
- プラグインを積極的に活用 
- 連携クラウドサービスの導入を検討 
- プロジェクト管理の重要性

本来、人間がやるべきことに時間をかけよう



DESIGN AT THE SPEED OF THOUGHT
思考の速度でデザインする



Twitterで関連情報を投稿しています

@commonstyle
design-zero.tv

http://design-zero.tv



