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➡出演



➡原 一浩
‣株式会社エフエックスビイ
‣空飛ぶ株式会社取縮役
‣ Greative代表
‣ワイコミ研主催



➡矢野りん
‣ rockrin‘という屋号で
相方のadamrockerと
Anroidアプリの「Simeji」
を開発中

‣Androidアプリ
「DropCart」やってます



➡デザイントレンドについて



“トレンドとは最先端ではない
  時代に最適化されつつある現象である”

───原 一浩(@kara_d)



➡デザイントレンドのリサーチを
やってます
‣ 自作のリサーチツールを使用

- 執筆、コンサルティング、デザインスタディ
‣ 現在の機能

- クロール（巡回）
- スクリーンキャプチャ
- メモ
- お気に入り
- フリーワード検索

‣ 本年度のキャプチャ数は10000程度



➡本セッション閲覧ポイント
‣ 各種トレンドトピックをチェックする
‣ 取り上げているサイトのデザインを
それぞれチェックする

‣ 自分なりの発見ポイントを見つける
‣ 今とりかかっているデザインの
インスピレーションを得る

‣ トレンドは、発見、発展、対抗、鎮静の
らせん状の繰り返しだと再確認する

‣ 帰ったら自分でも作ってみて、体を通そう



➡Vaqum(開発コードネーム)



➡2009年デザイントレンドおさらい



➡2009年の海外
Webビジュアルデザインのキーワード

‣ アイコンはリアル指向から
シンプルなピクトグラム化へ

‣ 見立てのデザインを取り入れはじめる時期
‣ 巻き込みリボンは2009年の流行り
‣ テキストはシステムのアンチエイリアス前提に
‣ フォームは大きく見やすく美しく
‣ メインイメージはインタラクティブに
‣ Web担当者からのコメントは吹き出しで表示



➡巻き込みリボン



➡ビジュアル要素に吹き出しの多用



➡テクスチャはステッチ、皮、紙が流行



➡見立てのデザインは更に増加傾向に



➡アイコンはピクトグラム化し、単一色



➡メインイメージはインタラクティブに



➡CSSによるドロップシャドウ



➡フォームはより多彩に



➡小さな段組み



➡アンチエイリアスで表示可能な
OSのシェア（2009年時点）
‣ Windows Vista                              18.5% 
‣ Windows 7                                      4.0% 
‣ Mac OS X 10.5                              2.6% 
‣ Mac OS X 10.6                              1.4% 
‣ Linux(Desktop)                              1.0%
‣ Mac OS X 10.4                              0.8% 

- Net Applications
•http://marketshare.hitslink.com/operating-
system-market-share.aspx?qprid=10

28.3%

http://www.netapplications.com/
http://www.netapplications.com/


➡2010年デザイントレンドレポート



テキスト編：OSシェアの話
2010年デザイントレンドレポート



➡アンチエイリアスで表示可能な
OSのシェア（2010年10月時点）
‣ Windows Vista                              12.9% 
‣ Windows 7                                    18.3% 
‣ Mac OS X 10.5                              1.6% 
‣ Mac OS X 10.6                              2.8% 
‣ Linux(Desktop)                              0.9%
‣ Mac OS X 10.4                              0.5% 

- Net Applications
•http://marketshare.hitslink.com/operating-
system-market-share.aspx?qprid=10

37%

http://www.netapplications.com/
http://www.netapplications.com/


テキスト編：WebFont、一気に普及
2010年デザイントレンドレポート



➡WebFontはどこで使われてる？



➡こちらはどれがWebFont？



➡こちらは？



➡WebFontの応用



オブジェクト編：巻き込みリボンは今
2010年デザイントレンドレポート



➡様々な角度からの巻き込み



➡さりげなく使用



オブジェクト編：多機能メインイメージ
2010年デザイントレンドレポート



➡アプリケーションライクなメインイメージ



➡コンバージョンを意識したメインイメージ



➡コンテンツの装飾としてのメインイメージ



➡背景透過型のメインイメージ



➡背景画像ごと変化するメインイメージ



➡境界の無いメインイメージ



➡文字オンリーのメインイメージ



オブジェクト編：ペナント(旗)
2010年デザイントレンドレポート



➡ペナントを使った視線移動



➡引っ込んだ形状のペナント



➡ペナントを使ったナビゲーション



➡巻き込みリボンとペナント



オブジェクト編：サークル
2010年デザイントレンドレポート



➡サークルをナビゲーションに活かす



➡アイキャッチ的ににサークルを使う



➡ナビゲーションにサークルを使う



➡グローバルナビにサークルを使う



➡サークルを崩して使う



レイアウト編：解像度増加への対応
2010年デザイントレンドレポート



➡背景を右寄せにして地を支配



➡写真を大きく使う



➡背景を無限に続ける



➡地の色を活かした見立て



➡背景色をひく



➡背景のみ一段上の解像度にする



レイアウト編：見立てデザイン百花繚乱
2010年デザイントレンドレポート



➡地平線を利用した見立て



➡海岸線を利用した見立て



➡水平線を利用した見立て



➡シチュエーションによる見立て



➡逆方向からの見立て



➡反射を利用した見立て



レイアウト編：立体的な面
2010年デザイントレンドレポート



➡紙の折り目を使った立体感



➡一枚綴りのノート



➡段ボールの角



レイアウト編：縦分割、再流行の兆し
2010年デザイントレンドレポート



➡見立て+縦分割



➡素材感+縦分割



➡オーソドックスな縦分割



➡余裕のある縦分割



レイアウト編：アプリケーション化
2010年デザイントレンドレポート



➡使うことが前提のデザイン



➡トップページが即ツール



➡複雑な検索フォーム



➡WebOSのようなデザイン



アイコン編：単色アイコンの今
2010年デザイントレンドレポート



➡アイキャッチ的な使い方から本来の用途へ



➡単色に近いリアルアイコン



➡抽象度が高いアイコン



アイコン編：極小アイコンの復活
2010年デザイントレンドレポート



➡小さなリアル指向のアイコン



➡余白を殺さないサイズ



➡見出しに使う極小アイコン



アイコン編：iPhoneからの影響
2010年デザイントレンドレポート



➡角丸正方形内におさまるアイコン



➡単色アイコンでもiPhoneライクな形状に



配色編：カラーバー
2010年デザイントレンドレポート



➡同一彩度によるカラーバー



➡パステルカラーを使ったカラーバー



➡サービスカラーを使ったカラーバー



➡同系統のダルトーンを使ったカラーバー



➡2トーンカラーのカラーバー



配色編：ゴールド
2010年デザイントレンドレポート



➡プレミア感の演出



➡格調さの演出



➡格調さの演出



➡シンプルなゴールド



➡高級感の演出



配色編：ラテン系カラー
2010年デザイントレンドレポート



➡黄色と緑が主体



➡赤が入ったラテン系の配色



➡緑主体でオレンジを差し色



➡カラーリング実験(その1)

‣ ラテンに近づくコツ

1.　ていねいにテクスチャを作り込むべし

2.　明度をおさえるべし



➡本物の明度は押さえ気味



➡明度高いとまとまらなくなる



➡同じ色でもベタ塗は印象が浅い



➡カラーリング実験(その2)

‣ 中間色をつかいこなすコツ

1.コントラストの強い部分をつくるべし

2.彩度をおさえぎみにするべし



➡本物はメリハリがある



➡コントラスト低いとぼける



➡彩度高いとまとまらない



小技編： 玉ぼけ(Ball Blur)が今流行り
2010年デザイントレンドレポート



➡写真をベースにした玉ぼけ



➡涙で街がにじんで見えます系玉ぼけ



➡スパークする玉ぼけ



➡人工的な玉ぼけ



➡ピンクの玉ぼけ



➡まとめ



➡2010年の海外
Webビジュアルデザインのキーワード
‣ 玉ぼけを背景に導入するなら今
‣ 高級感の演出にはゴールドを試してみよう
‣ メインイメージは機能性を備えて
‣ あまりにもデザインエレメントが無い場合は
カラーバーを導入するのもアリ

‣ アイコンは用途に合わせたスタイルを
‣ 横分割に飽きたら今の時代にあった縦分割を
追求してみるのも手

‣ 見立てはコストがかかりやすいので注意
‣ 小さい解像度だけでなく大きい解像度も考える



➡2011年の
Webビジュアルデザインの
キーワードはこれだ!!
‣ 原の考えるキーワード

- グラフィックではない紙媒体っぽいデザイン
•Web Font、マルチカラム、電子書籍

- ロゴがテキストとかCSS。「No Graphic」
‣ 矢野の考えるキーワード

- 使い回しの一年
•HTML5待ちなので予算は控えめ
•ビジュアルの冒険はしにくい



➡お知らせ



➡原一浩の近況
‣ Webデザインの見本的な書籍
‣ Vaqumを使ってキャプチャやカテゴリー検討、
許諾管理などを行なっています

‣ 著者
- 黒野明子(linker)                       @crema 
- 原　一浩(fxb、Greative)　       @kara_d
- 小山智久(キゴウラボ)　              @tomix
- 秋野　琢(linker)　                    @taku_work
- 柳谷 真志(linker)　                   @mersy



➡矢野りんの近況

‣ 来年早々書籍の発売を予定
‣ Webレイアウトセオリーブックを
アップデートしたような内容でタイトルは未定

‣ でもなかみは全部書き直し
‣ がんばります



ありがとうございました!!
ご意見・ご感想など是非お気軽に
Twitterまでお寄せください!

原 一浩
    @kara_d

矢野りん
    @yanorin



オブジェクト編：オーバーレイの普及
2010年デザイントレンドレポート



➡黒いオーバーレイ



➡レイヤードされたオーバーレイ



➡ヘッダーにオーバーレイを使用



オブジェクト編：TwitterのTL表現
2010年デザイントレンドレポート



➡Twitterと新着情報を混ぜる



➡テイストにマッチしたシンプルな取り込み



➡最新1つだけを表示する


