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Androidって？
Androidの基本知識と動向

1
?



Question
スマートフォン＆タブレット、
持っていますか？

iPhone･Android、
どちらを
持っていますか？



Android?
Googleが
スマートフォンやタブレットを主なターゲットとし
開発したプラットフォーム

Cupcake Dounuts Eclair Froyo Gingerbread Honeycomb IceCreamSandwich
1.5 1.6 2.0-2.1 2.2 2.3 3.0-3.2 3.3

Now! Now!

最新バージョン
スマートフォン向け：2.3

タブレット向け ：3.2

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html

2011/7/15現在 Coming
 Soon!



まずは、しつもん。Android? mor
e

INFOBAR

豊富な種類

Webデザイナー･中村勇吾氏が
UIをデザイン

様々なキャリアから好きなデバイスを選べる

iPhoneとほぼ同じ感覚で使える
Webサイトもサクサク閲覧可能

simeji twicca fxcamera ※ただし
イケメンに限る

Okusama Nail dronjo

豊富なアプリケーション
Androidマーケット（モバイル＆Web）よりダウンロード

Libraroid



HowToMake?
forProgrammer

で開発
プログラマーの場合

Java

http://developer.android.com/sdk/index.htmlhttp://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/indigor



HowToMake?
forDesignerデザイナーの場合

従来の知識･技術を使う
HTML / CSS / JavaScript / ActionScript

Web Service / Tool

collaboration

サービス･ツールを使う

プログラマーと組む

1

2

3



HowToMake?
forDesigner従来の知識･技術を使う1

HTML+CSS+JavaScript ActionScript

Titanium MobileTitanium Mobile

PhoneGapPhoneGap

Flash/FlexFlash/Flex

AIR SDKAIR SDK
http://www.phonegap.com/ http://www.adobe.com/products/air/sdk/

http://www.adobe.com/jp/products/flash.htmlhttp://www.appcelerator.com/products/titanium-mobile-application-development/



HowToMake?
forDesignerサービス･ツールを使う2

AppInventor Dorokuri

http://dorokuri.com/http://appinventor.googlelabs.com/about/



HowToMake?
forDesignerプログラマーと組む3

知識･技術をいかすことができる
得意分野をいかし、効率的な開発を進めることができる

コード ：プログラマー
デザイン：デザイナー

Androidマーケット上でのPR素材のクオリティが向上
高解像度液晶端末の増加

プログラマーもデザイナーを
欲している
プログラマーだけでは100%インストールされるアプリケーションを作成することは困難

理  由



「技術屋は言い換えれば魔法使い

錬金術師

ということですな。」

」「そしてデザイナーは

Y@ asuhisa
Hasegawa



魔法使い
Programmer Designer Magic

+ =錬金術師 魔法

のデザイン のデザイン
画面 UX

For 
Us

For 
User

UI /  ビジュアル

構造
プログラミング

Programmer
Designer



事例紹介
アプリ作成事例

2



CaseStudyつくってみました!

SUSHIFAN
AR / sushima

Nail dronjo
ネイルデザイン / dronjo



CaseStudyアプリ概要

3Dのお寿司が
浮かぶARアプリ
大阪と東京で開発

デザイナー :１人
プログラマー :６人
企画 :１人



CaseStudyキッカケ

Twitter
ノリ/勢い/即座のブレスト



CaseStudyツール

距離など関係ない

デザインの意思共有

Skype

Cacoo



CaseStudy注意した点

おすした
べに

いきまし
ょー！

えんがわ
たべたい！

さんせい！

イイ
ネ！

理解する
触れる/調べる/聞く

Communication
対等に言いあえる関係の構築

イベントを作る
モチベーションアップ



リアルボイス
デザイナー､プログラマーに聞いてみました

3



RealVoice
byDesigner

入りやすい入り口
AppInventor
Dorokur i

開発者と茶飲み友達になったこと
デザインの幅がひろがる可能性

作ろうと思ったキッカケは？



RealVoice
byDesigner

ツールが豊富
プログラム知識があまりなくとも大丈夫

プログラマーとのやりとり
アイディアがアプリ化するまでの過程

面白い!と思う点は？

面白いと思ったことはない

こんな意見も･･･



RealVoice
byDesigner

動くものをすぐに触れる
発想をすぐにカタチにしてくれる
デザイナーはビジュアル化がしやすくなる

成果=ベストとは限らない
すぐ作ったカタチが正解とはいえない
すべてをひっくり返す覚悟も必要

メリット デメリット



RealVoice
byDesigner

コミュニケーション
まずはアイディアを出す
Androidの基本を押さえておく
一方通行と感じさせないストレスレスな関係をつくる

プログラマーと組む上での経験則

デザイナーがマネージメントしたほうがいいかも

受託で仕事をする場合



RealVoice
byProgrammer

特別な感情をもたせない
「Androidだから･･･」という固定概念を持たせない

忠実なビジュアル表現
デザイナーの意思を反映させる

表現できない場合は代替案を提案
コードで表現できる箇所はコードで

ただし

気をつけている点は？



RealVoice
byProgrammer

ビジュアル化
デフォルトUIからデザインされたUIへ

ゼロ!
デザイナーがいない開発なんて考えられない

メリット デメリット



RealVoice
byProgrammer

手法の理解
Android UI GuideLine
9Patch
Intent

画像処理の理解
解像度
パーツ画像をすべて画像化しない

体験させる
生活にAndroidをなじませる
デバイス種類の把握

デザイナーと組む上での経験則

1
2

3



まとめ
当セッションでいいたいこと

4
!



Summary
コミュニケーション
本業以外のネットワークができる
Web制作時にも､いかされる

すべて同じ閲覧環境とは限らない（モバイル？ PC？）
閲覧環境、構造に適したUI/ビジュアルをデザインする力

環境､構造とデザインの関係

表現の幅の広がり
ユーザー、クライアントにとってベストな表現は何か？
提案する力

協業で得られる　 つのこと：

1

2

3

33



プロフィールLink
Android UI Guideline
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html

当セッションの関連記事
http://keikudo.com/design/3295
http://keikudo.com/design/3384
http://keikudo.com/days/3535

Psd Template
http://superdit.com/2011/01/13/20-high-quality-android-device-psd-resources/

Wireframe Stencil
http://gliderguns.files.wordpress.com/2010/01/android_wireframe_templates3.pdf

9patchを覚えよう！
http://d.hatena.ne.jp/tomorrowkey/20110501/1304245217

Psd Template
http://www.teehanlax.com/blog/iphone-gui-psd-30/
http://www.teehanlax.com/blog/ipad-gui-psd/

Wireframe Stencil
http://lab.3fl.jp/iphone-idea-sheet-v01/

GUI Stencil
http://speckyboy.com/2011/04/26/gui-stencils-wireframing-kits-and-sketching-templates-for-ipad-app-designers/



Thank you!
Twitter : @keis
keis1979@gmail.com

Special Thanks*
@vvakame @tomorrowkey @mhidaka @tomo_watanabe @patorash @yanzm @akigonn @linen_beau @yanorin

さぁ、楽しい魔法を
起こしてみませんか？
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