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環境の変化と
あらぶるAndroid





HTC Aria
Android2.2.1

ALLOWS X LTE F-10D
Android4.0.3

P01-D
Android2.3.4

IS12T
Windows® Phone 7.5

REGZA Phone T-01C
Android2.2.2

GALAXY S2 LTE
Android2.3.6

GALAXY NEXUS
Android4.0

GALAXY S
Android2.3.6

AQUOS PHONE SERIE（ISW16SH）
Android4.0.4

iPhone 4S
iOS5.1

iPhone 4
iOS6



スマホの解像度

iOSiOSiOS

AndroidAndroidAndroidAndroidAndroidAndroidAndroidAndroid

iPhone5 640 × 1136 2 320 × 568

iPhone4 / iPhone4S 640 × 960 2 320 × 480

iPhone3G / 3GS 320 × 480 1 320 × 480

iPad / iPad2 768 × 1024 1 768 × 1024

HT-03A 320 × 480 1 320 × 480

Xperia / Xperia arc 480 × 854 1.5 320 × 570

HTC Desire HD 480 × 800 1.5 320 × 533

Nexus One 480 × 800 1.5 320 × 533

Galaxy S 480 × 800 1.5 320 × 533

IS03 640 × 960 2 320 × 480

Galaxy NEXUS 720 × 1280 2 360 × 640

Galaxy Tab 600 × 1024 1.5 400 × 682

機種名 ディスプレイサイズ devicePixelRatio ブラウザのサイズ



iPhone4/4S の Retina Displayでは...

640pxの画像を表示 320pxの画像を表示



iPhone5
640 × 1136 × 2

320 × 568



•固定幅を想定したデザインは不可能
•画面設計の段階から意識して



あらぶるAndroid

•多機種
•OSのバージョン？
何それ？美味しいの？

•動画を見てみましょう



スマートフォンの
バグまとめ

http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301

•IEよりひどい
(´・ω・｀)

http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301
http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301


http://goo.gl/mOFQx

http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301
http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301


•JavaScriptの
Android対応はイバラの道

•対応できたつもりでも
どれかの端末では必ずバグってます

•シンプルなUIを心がけましょう



スマートフォンサイト
制作の手法



作らない



スマートフォンを
購入した理由はなんですか？

PCのウェブサイトを
閲覧したかったから

http://goo.gl/8pAAz

http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301
http://matome.naver.jp/odai/2132892555765887301






•スマートフォンで見た目が違う
必要があるのか、
しっかりと検討しましょう



jQuery Mobile



http://www.jqmgallery.com/

http://www.jqmgallery.com/
http://www.jqmgallery.com/


http://www.jqmgallery.com/

http://www.jqmgallery.com/
http://www.jqmgallery.com/


•デザインのフルカスタマイズは
かなり大変

•Androidでは頑張らない、
というのが基本コンセプト



レスポンシブWebデザイン



Google先生がRWDを推奨 !?

【引用】Google がお勧めするスマートフォンに最適化されたウェブサイトの構築方法
http://goo.gl/1iqjx

すべてのデバイスに単一の URL で同じ HTML を
提供するため、検索エンジンにとっては
インデックスが 適切に行え、効率的である。

http://goo.gl/1iqjx
http://goo.gl/1iqjx


ウィンドウサイズでのスタイル切り替え



http://mediaqueri.es/

http://mediaqueri.es/
http://mediaqueri.es/


Media Queriseの記述例

[css for all]

@media(max-width:640px) {

[css for smartphone]

}



http://goo.gl/1rf1j

レスポンシブWebデザイン
は遅い

http://www.jqmgallery.com/
http://www.jqmgallery.com/


•さまざまなデバイスで良い感じに
•個別のデバイスで頑張らない
•パフォーマンスへの配慮が必要



UA判別での振り分け



var _UA = navigator.userAgent;

var _asAndroid  = (_UA.indexOf('Android') > -1)? 

true:false;

var _asiPhone   = (_UA.indexOf('iPhone') > -1)? true:false;

if(_asAndroid){

[code for Android]

}

if(_asiPhone){

[code for iPhone]

}

JavaScript



<?php

$ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

if ((ereg("iPhone",$ua)) || (ereg("iPod",$ua)) || 

(ereg("Android",$ua))){

?>

[code for smartphone]

<?php

}else{

?>

[code for not smartphone]

<?php

}

?>

PHP



<!--#if expr="${HTTP_USER_AGENT} = /(iPhone)|(iPod)|

(Android)|(Windows Phone)/" -->

[code for smartphone]

<!--#else -->

[code for not smartphone]

<![endif]-->

SSI



•JavaScriptのみでUA判別を行うと
いろいろと処理が重くなりがち

•サーバー側の処理もセットで検討



1. 何もしない
2. jQuery Mobileにまかせる
3. レスポンシブWebデザインで
実現可能か

4. サーバー / JSでの1ソース
5. サーバー / JSでの振り分け



パフォーマンス最適化



CSS Sprite



icon01.png

icon02.png

icon03.png

icon04.png

icon05.png

複数の画像ファイルをバラバラに読み込むより、

icons.png

ひとつのファイルを一気に読み込んだほうがハイパフォーマンス

さらにキャッシュにも優しい！



http://ja.spritegen.website-performance.org/

http://ja.spritegen.website-performance.org/
http://ja.spritegen.website-performance.org/


http://csssprites.com/

http://csssprites.com/
http://csssprites.com/


Fireworksによる
スプライト画像 / CSSの書き出し



を利用したCSS Sprite

•Sass :
CSSを効率よく書くメタ言語

•Compass :
Sassの便利な機能の詰め合わせ



http://maboroshi.biz/clearskysource/?p=608

http://maboroshi.biz/clearskysource/?p=608
http://maboroshi.biz/clearskysource/?p=608


data URI



data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQoAAAELCAMAAAAWSThe
AAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAAPFBMVEUAAAD///9gYGDMzMwgICCQkJBAQEBwcHDv7++/
v78QEBDf39+vr68zMzNQUFCAgIBra2uPj4+fn59/
f38Jf6ACAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAFHRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lADEyLjguN2b4
HuAAAAAcdEVYdFNvZnR3YXJlAEFkb2JlIEZpcmV3b3JrcyBDUzbovLKMAAAMTUlEQVR4nO2da7erKA
yGrfZYtbdV/f//dapADBgEuajdk/fD2Ws6LeAjJAE0FBeWVHF0A84jRgFiFCBGAWIUIEYB
+vso2sbzi38exaO4tn7f/OsommtRFC+vjvHXUdyKUV3v8dU/jqIqpOq787t
+KHygnlJPhcKjX3ihaDpPy3M2fYBE5f6yF4pP8Ypt1CG6dwrFeCs/w2fVfHqh
+Fph91A7oV6KRPnt2eNY6R4r3/ZB8RCF/ZweMDy+vaF0mk8fFLUs7cc0hRSTviazBSyD7fseKO5TEZ
+UrdxFN3CkGEtRPC0m1AOF6FrXtO3MLwgpRjs3FFg3sou7UTTSDK9ZnDMKQooBYxG6UhfjRqGA1ul
bm1MQUjwvwtrpei3NpxsFjLKf8qdaSPFZkPiaz4Xxc6Lo4cc/IS3SHfWsjPkJcP9VLEJTveoo1A3UAm/
SD7gNE4IRkuDfS/pIFiyCk97qhbXEp3SiBR8bPSeYCs/ ...

このCSS Sprite 用の画像を、
Base64形式にエンコード
すると、



.icon {

" background: url( data:image/gif;base64,R0lGODlhIAAgAJEAAP7+/

qGhoV1dXQEBASH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh

+QQJBwAAACwAAAAAIAAgAAACe5yPCJvtfxaAlMoKhXAXt7AETZdo2gOGCX

mYpyNIgBgxiLtlMj2wOBZjNVyeQXCSeRUHvMzyCY1Kp4GqtfrEma7XrFbAt...

}

ASCIIなので、
CSSやHTMLに文字列のまま記述できる

つまり、HTTPリクエストそのものをなくす！

http://pngmini.com/
http://pngmini.com/
http://pngmini.com/
http://pngmini.com/
http://pngmini.com/
http://pngmini.com/


http://bran.name/dump/data-uri-generator/

http://bran.name/dump/data-uri-generator/
http://bran.name/dump/data-uri-generator/


を利用したdata URI

background-image:

inline-image('data URI化したい画像');



画像の最適化



PNG > Gif
色数の少ない画像であれば、「PNG 8」の方が圧縮率に優れています

Fireworks > Photoshop
画像の「書き出し」においては、Fireworksの方が軽い画像を書き出せます



ImageOptim
http://imageoptim.com/

png

gif

jpeg

http://www.jpegmini.com
http://www.jpegmini.com


PNGGauntlet
http://pnggauntlet.com/

png

gif

jpeg

http://www.jpegmini.com
http://www.jpegmini.com


JPEGmini / JPEGmini Lite

http://www.jpegmini.com

App Store 内

jpeg

Windowsの場合は

http://www.jpegmini.com
http://www.jpegmini.com


Webフォントの利用



http://goo.gl/IjiEC

http://lea.verou.me/css3patterns/
http://lea.verou.me/css3patterns/


http://icomoon.io/app/

http://icomoon.io/app/
http://icomoon.io/app/


CSS3

そもそも画像を使わない方が軽い



CSS3でのデザイン表現



http://lea.verou.me/css3patterns/

http://lea.verou.me/css3patterns/
http://lea.verou.me/css3patterns/


パフォーマンスの計測



http://yslow.org/

http://yslow.org/
http://yslow.org/


YSlowの計測結果



http://goo.gl/LdWjf

http://yslow.org/
http://yslow.org/


PageSpeed Insights の計測結果



http://mobitest.akamai.com/

http://mobitest.akamai.com/
http://mobitest.akamai.com/


Mobitest の計測結果



http://www.charlesproxy.com/

http://www.charlesproxy.com/
http://www.charlesproxy.com/


http://goo.gl/8OeBn

http://www.charlesproxy.com/
http://www.charlesproxy.com/


レスポンシブ Web デザイン



デスクトップやスマートフォン、
タブレットなどマルチデバイスに対応した
コンテンツ表現を、ワンソースで実現する
ための設計方法です。

Responsive Web Design



768px480px

320 ~ 480px 481 ~ 768px 769 ~ 1980px ~



@media screen and (min-width: 481px) {
　　body {...}
}

@media screen and (min-width: 769px) {
　　body {...}
}

Media Queries
W3C Recommendation 19 June 2012



Media Queries
W3C Recommendation 19 June 2012

color min-color: 4

color-index min-color-index: 1

monochrome min-monochrome: 1

resolution min-resolution: 300dpi

scan progressive | interlace

grid grid:0

width min-width: 400px

height min-width: 400px

device-width device-width: 800px

device-height device-height: 600px

orientation portrait | landscape

aspect-ratio aspect-ratio:2/2

http://www.w3.org/TR/2012/REC-css3-mediaqueries-20120619/

http://www.w3.org/TR/2012/REC-css3-mediaqueries-20120619/
http://www.w3.org/TR/2012/REC-css3-mediaqueries-20120619/


CSS   -   float & display

#main#sub1

#sub2

#main

#sub1

#sub2

#main

#sub2

768px480px

float: none; float: left;
display: none; display: block; display: block;

#sub1 #sub1 #sub1



768px480px

320 ~ 480px 481 ~ 768px 769 ~ 1980px ~

breakpoint



breakpoint

640px

の方が将来的にいいかも。
iPhone5 のように画面サイズが大きくなるケースとかありますから。



Dreamweaver CS6 の
可変グリッドレイアウト 機能



グリッドに沿って、ボックスの大きさを変えれば実装できてしまうんです。



DEMO



詳しくは、Adobe Developer Connectionの記事で！
http://www.adobe.com/jp/devnet/dreamweaver/articles/responsive_web_design_1.html

http://www.adobe.com/jp/devnet/dreamweaver/articles/responsive_web_design_1.html
http://www.adobe.com/jp/devnet/dreamweaver/articles/responsive_web_design_1.html


jQuery Mobile



data-role="header"

data-role="footer"

data-role="content" data-role="page"

この”page”が、
1ページとして扱われる

data-role="header"

data-role="content" data-role="page"



jQuery Mobile のパーツは
基本「data-role」属性

data-role="header" data-role="footer" data-role="fieldcontain"

data-role="collapsible" data-role="listview" data-role="fieldcontain"



jQuery Mobile 公式のデモサイトを見れば
どんなUIもコピペで実装可

http://jquerymobile.com/demos

http://jquerymobile.com/demos
http://jquerymobile.com/demos


jQuery Mobile のメリット・デメリット

•簡単に、スマホサイトならではUIを実装できる
•クロスブラウザ対応
•多彩なエフェクト

•使わない機能も含めていると、それなりに重い
•カスタマイズが困難
•デザインが似てしまう
•【重要】Android で詰んでしまうことが多い



「デザインが似てしまう」
標準のテーマなんて恥ずかしくて使えない！



デザインのカスタマイズ



さくっと済ますなら、
公式の「Theme Roller」



iconなども変更したいなら
Fireworks CS6 でカスタマイズ



JQMならではの見た目を変えるなら
CSS上書きで、とにかくがんばる

実務案件でJQMが使いにくい理由のひとつ



オーサリング



Dreamweaver CS6 で
簡単に実装



The Fastest Mobile Prototyping - Codiqa
http://codiqa.com/

http://codiqa.com/
http://codiqa.com/


細かいお話



jQuery Mobile の使わない部分を省く
「jQuery Mobile Download Builder」

http://jquerymobile.com/download-builder/

113KB 48KB

http://jquerymobile.com/download-builder/
http://jquerymobile.com/download-builder/


静的部分は、キャッシュしましょう

DOM Cache
<div data-role="page" data-dom-cache="true">
...
</div>

Page Prefetch

<a href="index.html" data-prefetch>link-text</a>



みんな大好き。ヘッダ等のスクロール固定

<div data-
role="header" 
data-position="fixed">

実務案件でJQMが使いにくい理由のひとつ

Android 2.2/2.3では、まともに動かない



Chrome で開発中の検証を楽にする



最後に
クライアントさんからの、よくある一言

なんか、動きが
カクカクするんだけど
なんとかなんない？

Android め！



ありがとうございました！

小林信次  松田直樹


