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本日の流れ
•Androidはなぜバグるのか？ 
•制作手法別に考える対応ポイント 
•メジャーなUI別に考える 
対応ポイント 
•ターゲット端末と検証 
•見積もり



Androidは 
なぜバグるのか？



1.そもそもショボイ
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jsPerfにて1秒間に処理できる createElement の回数を計測 http://bit.ly/1djgxrL

474,815 37,899286,800

http://bit.ly/1djgxrL


http://bit.ly/1djjB75

2.自由すぎるカスタマイズ

http://bit.ly/1djjB75


3.機種がメッチャある

スマートフォンデータベースにて調査 http://smartphone.ultra-zone.net/
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http://bit.ly/104cbNB

http://bit.ly/104cbNB


•Googleのコード •チップメーカーのコード •メーカーのコード

Androidの構成

•OS •チップ •メーカー

1台の定義

http://bit.ly/104cbNB

http://bit.ly/104cbNB


4.ブラウザがしょぼい



http://goo.gl/fTny2q

http://goo.gl/fTny2q


5.よく落とす

http://goo.gl/3im0Nz

http://goo.gl/3im0Nz


Androidはなぜバグるのか？

1.そもそもショボイ 
2.自由奔放なカスタマイズ 
3.端末の違いによる動作の差がすごい 
4.Chromeが救世主じゃなかった 
5.1度でも落としたら別もの



1つの端末でバグるときと 
バグらないときがある
“

”



リフロー、リペイントを  
理解しておきましょう



ブラウザのレンダリングプロセス

CSSから 
スタイルルール構成

HTMLから 
DOMツリー構築 レンダーツリー 

構築・配置 描画



リフロー、リペイント

CSSから
スタイルルール構成

HTMLから
DOMツリー構築 レンダーツリー

構築・配置 描画
JavaScript  

で変更
再構築 
再配置

再描画



http://bit.ly/1hBoVVh

http://bit.ly/1hBoVVh


リフロー/リペイントが起きる時

•DOMの追加、変更、削除 •スタイルの追加、変更、削除 •アニメーション •フォームの文字入力 •画面の回転 •ウィンドウリサイズ •スクロール •…



いかにAndroidを 
頑張らせないかがポイント



制作手法別に考える 
対応ポイント



作らない



http://bit.ly/IIntSu

http://bit.ly/IIntSu


http://bit.ly/1i2fABl

http://bit.ly/1i2fABl


•モバイルファーストで作成すれば 
いろいろと楽 
•タッチデバイスを無視している 
というわけではない



jQuery Mobileなど



http://goo.gl/bA5ltA

http://goo.gl/bA5ltA


•がんばらないのが基本コンセプト 
•既存ライブラリに機能を追加する 
のはチョー大変 
•デザインのフルカスタマイズも 
かなり大変 
•これで良いからという場合は 
メッチャ便利



Responsive Web Design
※以下RWD



•めっちゃウォーターフォール 
•今のHTMLは変更せずに対応 
•情報の順番やデザインが全然違う 
•まずはスマホだけを公開して… 
•決済者がPC脳から脱していない 
•画像化テキスト使いまくり 
•…

こういうのはNG



従来のワークフロー
企画

設計
テスト

ビジュアル 
デザイン

コーディング

公開

ワイヤー 
フレーム



RWDのワークフロー

企画

設計 テスト

ワイヤー 
フレーム

ラフス 
ケッチ

公開ビジュアル 
デザイン

プロト 
タイプ



RWDのワークフロー

企画

設計 テスト

ワイヤー
フレーム

ラフス
ケッチ

公開ビジュアル
デザイン

プロト
タイプ

•モバイルファースト •HTMLベースのテキスト管理 •ペーパープロトタイプ •CSSフレームワーク •CSSプリプロセッサ •デザイニングインブラウザ •スタイルガイド •アジャイル開発 •…



•新たなノウハウの習得 •ワークフローの変化 •中間成果物の変化 •予算／スケジュールの確保



イイ感じにしておく
Responsive Web Design



従来のワークフロー
企画

設計
テスト

ビジュアル 
デザイン

コーディング

公開

ワイヤー 
フレーム



イイ感じにしておくRWDのワークフロー
企画

設計
テスト

ワイヤー 
フレーム

ビジュアル 
デザイン

イイ感じにコーディング

公開



•タブレットはPCと一緒で 
•ブレイクポイントは少なめで 
•デザインカンプはPCと 
スマホ版トップくらい 
•スマホの見た目はよくあるもので



スマホのナビゲーションパターン

>
>
>
>
>

①
>

>

>
>
>

② ③

④

⑤

※『 CSS Nite LP, Disk 27「スマートフォン対応サイト制作（3）」 モバイルデザインパターンの取り入れかた』 より抜粋



•厳密にはRWDではない 
•イイ感じにしておくRWDも 
デザイニングインブラウザの一種 
•LINEさんとかで採用





IE6からスマホまで 
1ソースでと言われてつらい
“

”※『 CSS Nite LP, Disk 27「スマートフォン対応サイト制作（3）」事前登録コメントから



Graceful Degradation 
はあたりまえ



ベースは最低限で

モダンブラザでは 
イイ感じ

Progressive  
Enhancement

古い環境は 
それなりに

ベースがイイ感じで

Graceful 
Degradation



イイ感じに角角で 
シンプルな見た目になります
“

”



•RWDにこだわる必要があるのか検討 

•設計フェーズがチョー大切 
•ワークフローも新しいものに



http://slidesha.re/1floknV

http://slidesha.re/1floknV


http://goo.gl/dOU1lH



UA判定



サーバーサイド 
Cookie 
同URL

クライアントサイト 
localStrage 
別URL

or 
or 
or



サーバーサイド or クライアントサイド

•クライアントサイドで行うのは大変 
•UA判別はなるべくサーバーサイドで



Cookie or localStrage

•PC／スマホ切り替えボタン 
•CookieだとAndroidでモメるかも 
•localStorageの方が安全 
•localStorageは 
JavaScript以外からアクセス不可



同URL or 別URL

•mod_rewrite での書き換え 

•PHP で読み込み、出力 
•PHP や SSI でコンテンツの出し分け



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

&& ${HTTP_COOKIE} != /sp_pc=1;/" —> 
!
!
<!--#else -->
!
!
<!--#endif -->

スマホ用のコード

スマホ外のコード



1.作らない 

2.jQuery Mobaile など 

3.RWD 

4.UA判定

下にいくほど 
自由度・要望 
ともにアップ



メジャーなUI別に考える 
対応ポイント



カルーセル 固定配置 モーダル 
ウィンドウ



•縦から横にしたときどうするの？ 
•参考サイトがあれば 
検証機すべてでチェック 

•今回あげた3つのUIに関しては 
すべての端末で理想的な動きを 
することはない



•そもそも使われないですよ 
!

•ガタガタしたり、 
チラついたり

カルーセル

Should I Use A Carousel? 日本語訳 

http://shouldiuseacarousel.com/ja/


固定配置
•CSS対応が一番容易 
•期待の場所に表示されない 
•レイヤー順序のバグ 
•画面の1番上をタップすると 
画面の一番下に固定している 
リンクが反応する 
•フォームパーツのバグ 
•バグの総合商社です



•Androidのオーバーレイ 
(http://bit.ly/1eIxrwH) 
•画像を表示するくらいなら
たぶんOK 

•コンテンツ量が多いと 
トラブルのもと 

•フォームパーツがあったら 
アウトです

モーダルウィンドウ

http://bit.ly/1eIxrwH


動画配信



http://bit.ly/16lqq4r

http://bit.ly/16lqq4r


•ダウンロードはさせないように 
•常にブラウザ内で再生してね 
•シークバー操作、 
音量変更も自由自在に





ターゲット端末と検証



•iOS 6～、Android 4～が一般的 
•Androidは自社で確認できる端末で 
というのが一般的 

•Windows Phone(´・ω・`)



①

②





http://goo.gl/2qpr

http://goo.gl/2qpr


重くて使いものになりません



http://goo.gl/doVMV5

http://goo.gl/doVMV5




•iOSとAndroidの実機は必須 
•OSのバージョンごとに1台は 
•バグが多い端末の方が 
検証には向いている 
※2013年以降、 
　GALAXY / AQUOSで、 
　というのをよく言われます。



実機でPC内のファイルを閲覧する

•MAMPとかでサーバーを立てて 
•ターミナルとかでIPアドレス調べて 
•PCと同じWi-FiにつなげばOK



Windows 
コマンドプロンプト：ipconfig



Mac 
ターミナル：ifconfig



http://adobe.ly/1eIu0WY

http://adobe.ly/1eIu0WY


http://bit.ly/1eIvMaA

http://bit.ly/1eIvMaA


iOSシミュレータ+Safari





http://appkitbox.com/

http://appkitbox.com/


http://appkitbox.com/testkit/smartphone

http://appkitbox.com/testkit/smartphone


http://bit.ly/104cbNB

http://bit.ly/104cbNB


見積もり



•増え続けるターゲット端末 
•未知のバグをかかえるAndroid 
•動いて当たり前と思われている
JavaScript 
•どしどし増えていく習得スキル 
•ウォーターフォールの終焉



進行ディレクション 実装期間(2か月)×30% 12人日

ビジュアルデザイン 新規UIパーツのデザイン 7人日

既存CSSの分析・置き換え 既存CSSの分析、 
Sassを利用した記述への置き換え 5人日

新規UIコーディング 新規UIパーツのコーディング 2人日

新規ページコーディング 既存ページを流用したページ作成 87 x ¥7,500 

改変ページコーディング 既存ページの修正、新規UI追加 57 x ¥4,000

ヘッダー／フッター差し替え - 3 x ¥2,000

量産コーディング 類似ページからの文言差し替え 33 x ¥2,000

JavaScript実装 カルーセル実装、モーダル表示実装 13人日

検証／修正対応 - 15人日



リスクや追加要件を考えると 
どうしても高くなってしまう



•類まれなる能力で最適に見積もる 
•リスクを考えて高く見積もる 
•リスクを考えず低く見積もる 
•想定外は追加コストをもらう 
•幅をもたせた見積もりにする 
•見積もらない



新規プロジェクトをBacklogで課題登録 
開始日、期限日、案件詳細の記入

検証、修正、完了 
引き続き実績時間は細かく記入

完了になっているものを毎月請求

担当者の割り当て、予定時間の記入 
予定時間 = ざっくりの見積もり

ファイルの展開、実績時間の記入 
予定時間を一定以上超えそうな場合には事前にアラート



まとめ

•無理なものは無理 
•対応するには時間とお金がかかります 
•イイ感じの代替案を持ちましょう 
•ワークフローを見直すチャンス



ありがとうございました
https://twitter.com/koba

https://twitter.com/koba
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