
スマートフォンサイト制作における
インタラクティブ・プロトタイプ制作

やっぱり、さわれて、動いた方がいい！

鷹野雅弘（スイッチ）



 なぜ、プロトタイプが必要なのか？
 インタラクティブ・プロトタイプの手法
（Keynote、Fireworks＋TAP）

このセッションの流れ



はじめに



スマートフォン対応

スマホスマフォ



スマフォ
スマホ

2,700,000

26,800,000





スマートフォン対応

スマホ対応



スマホ対応



サイズサイズ 解像度

iPhone 3G/3GS 320 px 480 px 163 dpi

iPhone 4　 640 px 960 px 326 dpi

   Galaxy S 480 px 800 px 200 dpi









iPhone Android





iPhone Android



iPhone Android Windows
Phone



iPhone Android Windows
Phone



iPhone Android Windows
Phone

スマホでの
IE6?

イラスト：矢野りん（ものづくりにっぽん）



IE7 IE8

IE6

イラスト：矢野りん（ものづくりにっぽん）



スマホ対応の5アプローチ



- ほぼ流用、調整のみ
- レスポンシブ・デザイン

- スクラッチから
- jQuery Mobile

• アプリ
• 独自系

• 流用系



アプリ



アプリ

• Objective-C
• アップルの審査
• 登録/販売手数料（30%）
• Androidは別対応
• アプリはアプリ



- ほぼ流用、調整のみ
- レスポンシブ・デザイン

- スクラッチから
- jQuery Mobile

• アプリ
• 独自系

• 流用系









- ほぼ流用、調整のみ
- レスポンシブ・デザイン

- スクラッチから
- jQuery Mobile

• アプリ
• 独自系

• 流用系











jQuery Mobile Gallery 
http://www.jqmgallery.com/





デスクトップ用 スマホ用



デスクトップ用 スマホ用
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JavaScript

.htaccess



JavaScript

.htaccess



// iPhoneまたは、Androidの場合は振り分けを判断

if ((navigator.userAgent　 > 0 
&& navigator.userAgent.indexOf('iPad') == -1) 

|| navigator.userAgent.indexOf('iPod') > 0 

|| navigator.userAgent.indexOf('Android') > 0) {

  if(confirm('CSS Nite LP, Disk 16\n

  このサイトにはスマートフォン用のサイトがあります。\n
  表示しますか？'

)) {  

  location.href = 'http://lp16.cssnite.jp/i/'; 

 }

}　



スマホ用を
表示しますか？

http://lp16.cssnite.jp/iYes

iPad/iPhone
Androidの場合

Yes











JavaScript

.htaccess



- ほぼ流用、調整のみ
- レスポンシブ・デザイン

- スクラッチから
- jQuery Mobile

• アプリ
• 独自系

• 流用系









<meta name="viewport" content="width=1024" />



- ほぼ流用、調整のみ
- レスポンシブ・デザイン

- スクラッチから
- jQuery Mobile

• アプリ
• 独自系

• 流用系











レスポンシブ・デザイン





Media Queries
http://mediaqueri.es/









伊原力也（ビジネス・アーキテクツ）



伊原力也（ビジネス・アーキテクツ）

 

 

 

 

 

 





Social Media



Social Media
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いちがみ トモロヲ













A. クイックリンク「サイトマップ」 B. トップに戻る導線のみ C. フッターにナビアイコン D. ヘッダーにナビアイコン

スマートフォンサイト UIパターン





Quiz
スマートフォン、どうやって使う？

1. 左手で持って、左親指で操作
2. 左手で持って、右手の指で操作
3. 両手で持って、両親指で操作
4. それ以外（タッチペンとか）











片手で持つには大きい











Quiz
スマートフォン、どうやって使う？

1. 左手で持って、左親指で操作
2. 左手で持って、右手の指で操作
3. 両手で持って、両親指で操作
4. それ以外（タッチペンとか）



1. 左手で持って、左親指で操作
2. 左手で持って、右手の指で操作
3. 両手で持って、両親指で操作
4. それ以外（タッチペンとか）

Quiz
スマートフォン、どうやって使う？

あなたのサイト／アプリを使うユーザーは？



スマートフォン向けサイトは、
画面が小さいだけ



・デスクトップに比べて、画面が小さい
・マウスでなく、指を使う

有効サイズを知り、傾向を把握





http://sp-web.jp/
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http://web.meet-i.com/?type=web
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・デスクトップに比べて、画面が小さい
・マウスでなく、指を使う

有効サイズを知り、傾向を把握

画面を小さくしただけじゃダメ



デスクトップ向け、
スマートフォン向け、
どこが違う？



Workshop

デスクトップ スマートフォン

どこが違う？



・画面の大きさ
・ブラウザ
・CSS3を使える
・フルスクリーン表示
・サイドバーなどの領域がない
・横置き／縦置き
・文字サイズを変更できない
・ソースが見えない
・物理的な「戻る」ボタン（Android系）
・住所はマップ、
   電話番号は電話機能にリンク



どちらを基準にすべき？

Portlait Landscape



ロック解除時



タブレット系は“横置き”でスタート



iPhone
ホームボタンのみ

Android
3つのボタン※



物理的な「戻る」ボタン
画面外の





マウスでなく指を使う



マウスでなく指を使う
・ロールオーバーを使えない
（異なるクリッカブル表現が求められる）
・クリック領域の大きさ、領域の隣接
・右クリックが使えない







44

44

『iOS ヒューマンインターフェイスガイドライン』





Quiz

A B C

44 x 44はどれ？

480

320



44

44

28

28

『Android Design Guideline』



http://developer.android.com
/guide/practices/ui_guidelines/index.html





デスクトップ向けのノウハウをそのまま適用できない

今までとは違った“気遣い／心遣い”が必要



Primary action

you can also do this

or maybe this

or why not that

Cancel

Cancel

Delete

OK Delete

0:00 0:28

Play Record

標準インターフェイス

Unread

Item to delete or move

Ready to be deleted Delete

First Last name mobile

it highlightsWhen pressed

Not pressed yet Current status
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伊原力也（ビジネス・アーキテクツ）



CSS Niteの
スマートフォン向け
サイト制作プロジェクト
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2011年4月11日
15VISION いちがみ

階層構造 コンテンツ概要

ホーム 各コンテンツへの入り口
PCサイトへのリンク

 1. 概要 概要（PCページと同等の情報量）

 2. タイムテーブル タイムテーブル（PCページと同等の情報量）

 3. アクセス 会場名・住所・地図（GoogleMap）・サイトへのリンク

 4. セッション セッション一覧（タイトルと出演）

 1. セッション概要・プロフィール 各セッション概要・プロフィール（PCページと同等の情報量）

 5. シェア Twitter、Facebookのシェアボタン

 6. お申し込み 参加費・申し込み方法・申込ページへのリンク

・ 最新エントリー

・ スポンサーバナー

・ 開催の背景

・ FAQ’s

・ バナー（紹介用）

・ 関連情報（zenback）

[CSS Nite 告知ページ] コンテンツインベントリ
スマートフォンページ

PCページにあってスマートフォンページにはない情報



Social Media
　・はじめて／過去に参加したことがある
　・申し込み済み／これから
　・イベント前、直前、当日、イベント後

コンテンツ
× コンテキスト



参加経験参加経験 お申し込みお申し込み イベント前後イベント前後イベント前後イベント前後 そ
の
他初 アリ 未 済 前 直前 当日 後

そ
の
他

イベント概要 ▲ ▲

セッション ▲ ▲

スピーカー ▲ ｖ

お申し込み × × × × ×

CSS Niteについて ▲ × × ×

開催の背景 × × × ×

ご参加の方へ × × ×

バナー × × ×

Twitter/Facebok

会場アクセス ▲ ▲ × ×



Social Media
コンバージョン



お申し込み

http://lp15.cssnite.jp/
http://lp15.cssnite.jp/
http://lp15.cssnite.jp/


　・さくっと情報を知りたい
　・当日、会場へのナビゲーション
　・当日、セッション概要や
      タイムテーブルを知りたい
　・イベント後は意味がないかも
　・入力が面倒なので、
      お申し込みの完結は不要...

http://lp15.cssnite.jp/
http://lp15.cssnite.jp/


デスクトップ向けのノウハウをそのまま適用できない
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コンテンツ
× コンテキスト
コンバージョン

コンテンツの最適化も必要
見た目だけでなく



ワークフロー



サイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証



サイトマップサイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証
これじゃ、よくわからない



サイトマップサイトマップカンプ
プロトタイプ

スケッチ

ワイヤーフレーム

コーディング

検証



イメージできない
=経験値が低い
イメージできない
=経験値が低い



スマートフォン対応サイトに関して、
私たち制作者とクライアントは
同じ状況なのでは？



ワイヤーフレーム

色やカタチのニュアンスを抜きに
コンテンツにフォーカス

　　・そのページにどのコンテンツを扱うか
　　・それぞれのコンテンツの
　　   ざっくりした配置、大きさ（ゾーニング）

カンプ プロトタイプ



　　・テイスト
　　・カラースキーム
　　・タイポグラフィ
　　・グラフィック処理
　　・ロールオーバー表現

ワイヤーフレーム カンプ プロトタイプ



・インタラクション
・コンテキスト（シナリオ）
・コンテンツボリューム
・使用感、パフォーマンス

ワイヤーフレーム カンプ プロトタイプ



サイトマップサイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証

プロトタイプ

プロトタイプ



ここまでの「まとめ」



・スマートフォン向けサイトは画面が小さいだけじゃない
・デスクトップ向けのノウハウをそのまま適用できない
・見せ方だけでなく、内容の最適化も必要
・さわってみて、はじめてわかることがある
　→　経験値が低いため、確認作業を念入りに



プロトタイプ



iPad・iPhone ステンシル





ポスト・イット
75mm x 50mm



ペーパー・プロトタイプ



サイトマップサイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証

プロトタイプ







サイトマップサイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証

プロトタイプ



カンプ

プロトタイプ

fast slow

hi-filow-fi

fast

hi-fi

スケッチ

プロトタイプ

ワイヤーフレーム



プロトタイプ

hi-fifast



Keynote Fireworks+TAP



Keynote



・Mac向けのプレゼン作成ツール
・AI、PSD、ムービーなどの読み込み
・軽い
・効果：ドロップシャドウ、反射
・マスク
・レイヤーはない
・リンク
・トランジション（ページ遷移）
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iPhone
UI Library

Always start your mockups with the 
latest version from MockApp.comToolbar Icons and other icons (vector)

2

Any toolbar icons missing? email me at dotan@mockapp,com and I will add them in the next version.

99

999

9

Previous

Next

Previous disabled

Next disabled

Back

Forward

Back Disabled

Forward disabled

Fast forward

Move backward

Pause

Reply

Refresh

Action

Route

Organize

Trash

Compose

Page

Add

Bookmark

Low volume

High volume

Detail Disclosure

Add contact

Bookmarks

Street view

Unread

Info

Camera

Search

Erase

Stop

Single digit badge

Double digit badge

Triple digit badge

Delete locked

Delete unlocked

Grab and move

Need to re-color an icon?

Most of these icons have been created by grouping several shapes 
together so you may have trouble coloring them. If so try this:

1) Copy the icon to your MockApp template file

2) Ungroup the icon into all of its parts

3) Color each part (color the fill or the stroke depending on the case).

4) Regroup the shapes that form the icons so you can move it around

MockApp is not freeware... It’s Tweetware. If you’ve already either twitted, digged, blogged, etc. about MockApp, this copy is legally yours. If not, it’s not too late to start using MockApp legally!



iPhone
UI Library

Always start your mockups with the 
latest version from MockApp.com

Any toolbar icons missing? email me at dotan@mockapp,com and I will add them in the next version.

MockApp is not freeware... It’s Tweetware. If you’ve already either twitted, digged, blogged, etc. about MockApp, this copy is legally yours. If not, it’s not too late to start using MockApp legally!

Regular Table Views
Regular table views (as opposed to grouped table views - next 
slide) are most useful to display long lists of items such as 
messages, contacts, etc. which users must easily scroll. 

Each row is an item. The lists can be divided into sections (i.e. 
alphabetical) separated by grey headers as below.

Hierarchical items let the user “drill down” and are indicated by 
a ‘>’ icon to the right of the item. M

N

O

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

This is a regular table
view

Divided into sections 
(the letters are the sections)

and can contain several
data elements (image, text, etc.)

Each row is an item
of the list

This is a regular table view

With icons like in 

The “more” tab

of the iPod app

Podcasts

G

Pete Gardener

Tess Grady

M.J. Grey

Jenn Guggenheim

H

Sara Hashimoto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Em Hirsch

Unread

Item to delete or move

Ready to be deleted Delete

First Last name mobile

it highlightsWhen pressed

Not pressed yet Current status
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Regular Table Views



インターフェイスセット 実機で確認プロトタイプ



スライド間でリンク リンクを再現





Fireworks+TAP



http://unitid.nl/2011/03/touch-application-prototypes-tap-for-iphone-and-ipad-using-adobe-fireworks/
http://unitid.nl/2011/03/touch-application-prototypes-tap-for-iphone-and-ipad-using-adobe-fireworks/
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http://unitid.nl/2011/03/touch-application-prototypes-tap-for-iphone-and-ipad-using-adobe-fireworks/




リンク先のページを設定



トランジションを設定
（画面遷移の効果）



















サイトマップ

スケッチ

ワイヤーフレーム

カンプ

コーディング

検証



まとめ



・サイズ感がつかめないので、
　実際の画面に表示して確認した方がいい
・指で触るので、
　実際の画面でタップしてみて確認した方がいい
・画面遷移のコンセプトが異なるので、
　実際（に近い）画面で確認してみた方がいい

さわれて動くプロトタイプ



スマートフォンサイトがどうあるべきか、
まだまだ手探りな状態。

ユーザーとコンテキストを見極めて
最適化していきましょう。



『iPhoneアプリ設計の極意』





swwwitch

swwwitch




