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はじめに



スマフォの
やっかいな点



パフォーマンスは高くない
Android 4.0.4

Mobile Safari 6.0

Chrome 26.0.1410

0 100,000 200,000 300,000 400,000

361,156回/秒

77,906回/秒

53,235回/秒

jsPerfにて1秒間に処理できる createElement の回数を計測：http://jsperf.com/loop-130517-01/2

GALAXY NEXUS

iPhone 4S

MacBook Air

http://jsperf.com/loop-130517-01/2
http://jsperf.com/loop-130517-01/2


機種によって挙動が異なる



なかなかアップデートされない



UA判定がカオス

?



Xperia

GALAXY

iPhone

iPad

S II

Note

S III

…



話す内容

•目の前で発生している現象に対する
解決方法・回避方法

•これまでに経験した事象に対する
トラブルシューティング



話さない内容

•JavaScriptのテスト
•フロントエンドMV＊



制作・検証環境



Chrome + Developer Tool



 Adobe Edge Inspect
http://html.adobe.com/jp/edge/inspect/

http://html.adobe.com/jp/edge/inspect/
http://html.adobe.com/jp/edge/inspect/


リモートデバッグ



実機検証

所有端末は多い方が良いけれど…



OSバージョンごとに確認

•メジャー最新版
•5.x / 6.x
•4以下は
そろそろ不要かも


•マイナー最新版
•2.2.x / 2.3.x
•4.0.x / 4.1.x / 
4.2.x
•3系は悩みどころ



 Developers AppKitBox
http://appkitbox.com

http://appkitbox.com
http://appkitbox.com


よくあるトラブルと
解決方法・回避方法



viewport関連



横位置表示で画面が見切れる

NG
OK



発生条件 ～5.x
<meta name="viewport" content="initial-scale=1">

• viewport で initial-scale を指定している



iOS-Orientationchange-Fix
https://github.com/scottjehl/iOS-Orientationchange-Fix

https://github.com/scottjehl/iOS-Orientationchange-Fix
https://github.com/scottjehl/iOS-Orientationchange-Fix


文字が大きくなる

NG
OK



発生条件 ～　 Chrome
$('head')

.append('<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">');

$('.foo').hide();

• viewport で initial-scale が未指定
• JSでたくさんの要素を非表示にしてる
• 他にも複合的な要因あり



親要素に max-height: 999999px

参照： http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font

.foo{
  max-height: 999999px;
}

<div class="foo">
<!-- !のp要素で現象が発生する場合 -->
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit. </p>
</div>

http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font
http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font


zoomはやめておく

理由 
•JSで座標や大きさを
取得する際に大変



form関連



labelのタップが効かない
NGOK



発生条件 ～5.x
<label for="foo">ラベル</label>
<input type="text" id="foo">

• label要素をタップしても
紐付いているフォームパーツに
フォーカスしない



空のfunctionをbindする

参照： http://h2ospace.tumblr.com/post/12198746692

$('label').click(function(){});

<label for="foo">ラベル</label>
<input type="text" id="foo">

http://h2ospace.tumblr.com/post/12198746692
http://h2ospace.tumblr.com/post/12198746692


フォーカス時にズームする
NGOK



発生条件 ～6.x
<p><input type="text"></p>
<p><textarea></textarea></p>

[type="text"],
textarea {
  font-size: 14px;
}

• テキストフィールドやテキストエリアなどの
文字入力が可能なフォームパーツ

• フォントサイズが16px未満



font-size: 16px（相当）にする

参照： http://stackoverflow.com/questions/2989263/disable-auto-zoom-in-input-text-tag-safari-on-
iphone

:root {
  /* ブラウザのデフォルトフォントサイズは16px */
  font-size: 1em;
}
 
[type="text"],
textarea {
  /* デフォルトフォントサイズを継承する */
  font-size: 1rem;
}

http://stackoverflow.com/questions/2989263/disable-auto-zoom-in-input-text-tag-safari-on-iphone
http://stackoverflow.com/questions/2989263/disable-auto-zoom-in-input-text-tag-safari-on-iphone
http://stackoverflow.com/questions/2989263/disable-auto-zoom-in-input-text-tag-safari-on-iphone
http://stackoverflow.com/questions/2989263/disable-auto-zoom-in-input-text-tag-safari-on-iphone


端末回転後に表示が崩れる

NG
OK



発生条件 6.x～
<input type="text" placeholder="プレースホルダ">

• テキストフィールドに placeholder属性 が
指定されている

• CSSで width が 100% に指定されている

[type="text"]{
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
}



親要素に overflow: hidden

参照： http://stackoverflow.com/questions/12582788/placeholder-attribute-on-text-input-with-
ios-6-from-landscape-to-portrait

/* input要素の親要素に指定する */
form > p {
  overflow: hidden;
}
 
form [type="text"] {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
}

<form action="">
<p><input type="text" placeholder="プレースホルダ"></p>
</form>

http://qiita.com/items/58621961c1f81b017e8d

http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font
http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font
http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font
http://stackoverflow.com/questions/11289166/chrome-on-android-resizes-font
http://qiita.com/items/58621961c1f81b017e8d
http://qiita.com/items/58621961c1f81b017e8d


テキストフィールドがダブる

OK 本来のテキストフィールド

謎のテキストフィールド

NG



発生条件 ～　 2.3.x
$('input').focus(function(){
  window.scrollTo(0, $(this).offset().top);
});

• フォーカス時に画面をスクロールさせる
• JSでたくさんの要素のスタイルを変更する
• 他にも複合的な要因あり



無茶しない
•フォーカス時のスクロールは禁物
•translate3dなどでも発現する
•スタイル変更の影響範囲を
最小限に抑える

•4.x系ではテキスト入力自体が
できなくなる端末も…

参照： http://blog.webcreativepark.net/2012/02/28-182744.html

http://blog.webcreativepark.net/2012/02/28-182744.html
http://blog.webcreativepark.net/2012/02/28-182744.html


フォームの見た目が揃わない





noneでブラウザ標準を無効化する

参照： http://css-tricks.com/almanac/properties/a/appearance/

#theForm button {
  /* 現時点ではプレフィックスが必要 */
  -webkit-appearance: none;
  appearance: none;
}

<form action="" id="theForm">
<p><button>button</button></p>
</form>

https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/
AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/

StandardCSSProperties.html#//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1

http://css-tricks.com/almanac/properties/a/appearance/
http://css-tricks.com/almanac/properties/a/appearance/
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1
https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/StandardCSSProperties.html%23//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1


noneでブラウザ標準を無効化する

参照： http://css-tricks.com/almanac/properties/a/appearance/

#theForm button {
  /* 現時点ではプレフィックスが必要 */
  -webkit-appearance: none;
  appearance: none;
}

<form action="" id="theForm">
<p><button>button</button></p>
</form>

https://developer.apple.com/library/safari/#documentation/
AppleApplications/Reference/SafariCSSRef/Articles/

StandardCSSProperties.html#//apple_ref/doc/uid/(null)-SW1

ホントに必要？



その他の困った



明朝体で表示されてしまう
NGOK



発生条件 6.x～

• font-family が指定されていない



font-familyを指定する

参照： http://ofsilvers.hateblo.jp/entry/font-family-for-ios6

/* スマートフォン専用サイトは"sans-serif"のみでも良い */
body{
  font-family: sans-serif;
}

/* iOS,OSXの標準フォントは'Hiragino Kaku Gothic ProN' */
body{
  font-family: 'Hiragino Kaku Gothic ProN', Meiryo, 
sans-serif;
}

http://ofsilvers.hateblo.jp/entry/font-family-for-ios6
http://ofsilvers.hateblo.jp/entry/font-family-for-ios6


要素を固定配置したい

ポイント
•CSSでやる場合
古い端末はバギー
•JSでやる場合
スクロール中は非表示に
•iScrollはリスク有り



要素を固定配置したい

ポイント
•CSSでやる場合
古い端末はバギー
•JSでやる場合
スクロール中は非表示に
•iScrollはリスク有り

ホントに必要？



ページ内リンクが動かない

タップしても反応しない

NG



発生条件 ～　 2.3.x

<a href="#foo">↑ページの先頭へ</a>

• 同じアンカーをもう一度踏む
• URLが変わらないとジャンプしない



JSでスクロールさせる

参照： https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=15437

$('a[href^="#"]').click(function(){
  window.scrollTo(0, $(this.hash).offset().top);
});

https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=15437
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=15437


下層レイヤーのタップを拾う
NG

下に重なった
リンクやフォームパーツを

タップできてしまう



発生条件 ～　 4.0.x

• Lightboxのように要素と要素を重ねる
• 下層にリンクやフォームパーツがある

#modalLayer{
  position: absolute;
  z-index: 999;
  /* （以下略） */
}

<div id="modalLayer">
<!-- モーダル内のコンテンツ -->
</div>



タップ時の反応を抑える

参照： http://subtech.g.hatena.ne.jp/cho45/20100610/1276102754

<!-- フォームパーツは"disabled"に -->
<input type="text" disabled>

/* リンクはタップハイライトカラーを透明に */
.covered :not(#modalLayer) a {
  -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
}

http://subtech.g.hatena.ne.jp/cho45/20100610/1276102754
http://subtech.g.hatena.ne.jp/cho45/20100610/1276102754


画面がチラつく
NG

アニメーション中に
画面がチラついてしまう



発生条件 4.0.x

• translate3d など3D処理を利用している
• HTML/CSSで読み込んでいる
画像の数や容量が多い

#foo{
  -webkit-transition: all 1s ease;
  transition: all 1s ease;
}

$('#foo').css({
  '-webkit-transform': 'translate3d(0, -100px, 0)'
});



処理の負荷を下げる

•translate3d を使用しない
•top, left などを利用する
•ライブラリやプラグインは
事前にちゃんと検証する

参照： http://havelog.ayumusato.com/develop/performance/e554-
paint_gpu_acceleration_problems.html

http://havelog.ayumusato.com/develop/performance/e554-paint_gpu_acceleration_problems.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/performance/e554-paint_gpu_acceleration_problems.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/performance/e554-paint_gpu_acceleration_problems.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/performance/e554-paint_gpu_acceleration_problems.html


動画が再生できない
NGOK



発生条件 /　

•フォーマットが正しくない
•MIMEが設定されていない



H.264/AAC のMP4を用意

参照： http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/AppleApplications/Reference/
SafariWebContent/CreatingVideoforSafarioniPhone/CreatingVideoforSafarioniPhone.html

拡張子 .mp4

映像 H.264 Baseline Profile Level 3.0
～640x480/30fps

音声 AAC-LC
～48kHz

容量 ～2GB

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/CreatingVideoforSafarioniPhone/CreatingVideoforSafarioniPhone.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/CreatingVideoforSafarioniPhone/CreatingVideoforSafarioniPhone.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/CreatingVideoforSafarioniPhone/CreatingVideoforSafarioniPhone.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/CreatingVideoforSafarioniPhone/CreatingVideoforSafarioniPhone.html


MiroVideoConverter
http://www.mirovideoconverter.com/

•WebM変換可
•Mac/Win
•Free!

http://www.mirovideoconverter.com/
http://www.mirovideoconverter.com/


MIMEの登録を忘れずに

AddType video/mp4 .mp4
AddType video/webm .webm



素直になる

•H.264とWebMを用意して
再生できなければあきらめる

•YouTubeならみんな幸せ

参照： http://takazudo.github.io/blog/entry/2013-02-06-videoaudio.html

http://takazudo.github.io/blog/entry/2013-02-06-videoaudio.html
http://takazudo.github.io/blog/entry/2013-02-06-videoaudio.html


Flashで作成した
アニメーションを
使いたい！



 Toolkit for CreateJS
http://www.adobe.com/jp/products/flash/flash-to-html5.html

http://www.adobe.com/jp/products/flash/flash-to-html5.html
http://www.adobe.com/jp/products/flash/flash-to-html5.html


デモ



トラブルシューティング
•ActionScriptは使ったらダメ！
•AndroidはRetina対応すると落ちやすい
•GALAXY S IIIが鬼門



Flashの作成途中にパブリッシュを行い
動かない場合はアニメーションの処理を
少し変えてみる



jQuery Mobile



 jQuery Mobile
http://jquerymobile.com/

http://www.adobe.com/jp/products/flash/flash-to-html5.html
http://www.adobe.com/jp/products/flash/flash-to-html5.html


<div data-role="page" data-theme="b">
  <div data-role="header" data-theme="b">
" " <h1>jQuery Mobile</h1>
" </div>
" <div data-role="content" data-theme="c">
" " <ul data-role="listview" data-inset="true">
" " " <li data-role="list-divider">Menu</li>
" " " <li><a href="#page">
" " " " <h3>jQuery Mobile とは?</h3>
" " " " <p>jQuery Mobileについて解説します</p>
" " " </a></li>
" " " <li><a href="#page">
" " " " <h3>jQuery Mobileの基本</h3>
" " " " <p>jQuery Mobileの使い方について解説します</p>
" " " </a></li>
" " " <li><a href="#page">
" " " " <h3>jQuery Mobileのサンプル</h3>
" " " " <p>jQuery Mobileを利用したサンプルを紹介します</p>
" " " </a></li>
" " </ul>
" </div>
</div>





よく聞くトラブル
•デザインカンプの再現がめんどくさい
•ディレクトリ構成がめんどくさい
•特定の端末で挙動がおかしいと言われる



デザインカンプの再現がめんどくさい

•jQuery Mobile のデフォルトデザインを
活かす

•カラースキームの変更は ThemeRoller で



ThemeRoller
http://jquerymobile.com/themeroller/

http://jquerymobile.com/themeroller/
http://jquerymobile.com/themeroller/


ディレクトリ構成がめんどくさい

•AjaxをOFFにする
<script src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script>
$(document).on("mobileinit", function(){
! $.mobile.ajaxEnabled = false;
});
</script>
<script src="jquery.mobile-1.3.1.min.js"></script>



特定の端末で挙動がおかしいと言われる

諦める or 頑張る

jQuery Mobileに限らずJavaScriptライブラリのバグは
同じライブラリを作成できるスキルがないと対応が難しい



事前に
なぜ、jQuery Mobileを採用するのかを
ちゃんと検討する



reflow  : リフロー
repaint : リペイント



リフロー・リペイントとは



…その前に



レンダリングプロセス
HTMLから

DOMツリー構築

CSSから
スタイルルール構成

▲ レンダーツリー
構築・配置

▲ 描画



HTMLから
DOMツリー構築

CSSから
スタイルルール構成

▲ レンダーツリー
構築・配置

▲ 描画

レンダリングプロセス

JSで
変更

再構築
再配置

リフロー

再描画

リペイント



発生トリガー
•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
•大きさや座標の取得
•フォームの文字入力

•クラス属性の変更
•フォントの変更
•画面の回転
•ウィンドウリサイズ
•スクロール（！）

…などなど



リフローは高負荷



Androidでのバグ

リフローの処理落ち

≒



リフローを制する者

Androidを制する

≒



スタイル変更はクラス変更にまとめる

$('#foo').addClass('bar');

$('#foo').width(100).height(50).css('color': '#FC0');

▼

#foo.bar{
  width: 100px;
  height: 50px;
  color: #FC0;
}

クラスの付け替えはできるだけ末端の要素で



その他のポイント

•position: fixed を使わない
•アニメーションさせる要素は
position: absolute にする

•アニメーションは60fpsを目標にする
（Chromeのデベロッパーツールで計測可）



参考リンク
• http://youtu.be/ZTnIxIA5KGw

• http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/
index.php/web-technology/reflow-and-
repaint-in-browser/

• http://tech.naver.jp/blog/?p=379

• http://dresscording.com/blog/
performance/layout_painting.html

http://youtu.be/ZTnIxIA5KGw
http://youtu.be/ZTnIxIA5KGw
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tokkono.cute.coocan.jp/blog/slow/index.php/web-technology/reflow-and-repaint-in-browser/
http://tech.naver.jp/blog/?p=379
http://tech.naver.jp/blog/?p=379
http://dresscording.com/blog/performance/layout_painting.html
http://dresscording.com/blog/performance/layout_painting.html
http://dresscording.com/blog/performance/layout_painting.html
http://dresscording.com/blog/performance/layout_painting.html


まとめ



痛し痒し

•こっちを対応するとあっちがダメになる、
みたいなことがある

•gitでバージョン管理すると安心
•ウォーターフォール型のワークフローだと辛い



終わらない戦い

•今後もOSや端末ごとの
バグや挙動の差違は増え続ける

•いち早くプロトタイプを作る
•モジュール間の疎結合を保つ



線引きが重要
•どこまで対応するのか
何を優先するのか

•予算や納期を十分に考慮する
•ディレクションのセッションも
お聞きください



バグまとめをご覧ください
http://blog.webcreativepark.net/2012/03/13-093853.html

http://blog.webcreativepark.net/2012/03/13-093853.html
http://blog.webcreativepark.net/2012/03/13-093853.html


ありがとうございました

木村哲朗 / 西畑一馬

スマートフォンサイト制作
よくあるトラブルと解決方法・回避方法


