


Webデザイントレンド
CSS Nite LP, Disk 31: Webデザイン行く年来る年（Shift7）

キャプチャで振り返る2013年



出演





“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”



本セッションの構成
➡ 海外デザイン編
- 演出まわり
- 機能まわり

➡ 上場・グローバル企業編
➡ 自治体編
➡ 矢野の目、坂本の目



サイトピックアップの手法
➡ 海外で話題になったサイト1万サイト
➡ グローバル500社のサイト400サイト
➡ 地方自治体県市町村1700サイト
➡ 上場企業3400サイト
- 1部、2部、マザーズ、ヘラクレス、JASDAQ

リニューアルされたものを
中心にピックアップ



Vaqum
キャプチャツール



2013年と言えば



iOS 7



http://www.teehanlax.com/tools/iphone/

http://www.teehanlax.com/tools/iphone/
http://www.teehanlax.com/tools/iphone/


http://www.teehanlax.com/tools/iphone/

玉ぼけがiOS 7に導入!!

http://www.teehanlax.com/tools/iphone/
http://www.teehanlax.com/tools/iphone/


玉ぼけって? 2011OVERSEAS
SITE



大胆な領域と繊細なコンテンツ
2013年のデザインキーワード



2013年の方向性

➡ やはりフラットデザイン
➡ アニメーションの採用が増えた
➡ ビデオや地図を背景に使う
➡ スクロール連動型のコンテンツの普及
➡ スクリーンサイズを固定しない
➡ Web Fontsを使わないケースがない



海外デザイン編
演出まわりの表現トピック



定番のフラットデザイン



モダンWebな
フラットデザインと言っても...

➡ Microsoft系インスパイア
➡ iOS系インスパイア
➡ Google系インスパイア

傾向としては、iOS系は一番多い



Microsoft 2013OVERSEAS
SITE

コンテンツ重視



iOS 7 2013OVERSEAS
SITE

動き重視



Android 2013OVERSEAS
SITE

ワンソースマルチユース重視



一方、
海外のサイトでは



原色系とフラット 2013OVERSEAS
SITE

http://visitbruges.be/



原色系とフラット 2013OVERSEAS
SITE

http://visitbruges.be/



MS系フラット 2013OVERSEAS
SITE

http://pinnatta.com/



ダルトーンとフラット 2013OVERSEAS
SITE

http://www.wherehaveallthewildlingsgone.com/



フラットとロングシャドウ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.teamgeek.co.za/



フラットとロングシャドウ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.teamgeek.co.za/



ツメツメ系



ツメツメ系とは

➡ 画面隅々までビッタリとか、
サムネがグリッドにぎっしりとか
とにかく余白がない感じのやつ



ツメツメ系とは 2013OVERSEAS
SITE

http://www.myowncorks.com/



グリッドツメツメ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.romainbriaux.fr/



グリッドツメツメ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.romainbriaux.fr/



ツメツメ系ナビゲーション 2013OVERSEAS
SITE

http://www.everywareglobal.co.uk/



本職によるアニメーション



Flashなスター達の今

➡ SVG、Canvas、WebGLなど
アニメーション環境の整備とともに
リニューアルが相次ぐ



group94 2013OVERSEAS
SITE

http://group94.com/



hellohikimori 2013OVERSEAS
SITE

http://hellohikimori.com/



JavaScriptによるリッチなUI 2013OVERSEAS
SITE

http://co3.lemouv.fr/



多角形



多角形がトレンド

➡ 菱形
➡ 六角形



今年の特徴、菱形 2013OVERSEAS
SITE

http://perspectivewoodworks.com/



円窓から菱形へ? 2013OVERSEAS
SITE

http://www.meetserious.com/



もう1つのトレンド、ハニカム 2013OVERSEAS
SITE

http://adamrudzki.com/



ハニカムをUIに活かす 2013OVERSEAS
SITE

http://www.hag.ch/de/



マップ



地図を背景に使うケースが増えた

➡ ユーザビリティ的にもメリットあり
➡ 色の統一をうまく使う傾向



GoogleMapのカスタマイズ 2013OVERSEAS
SITE

http://sputnikcreative.com/



GoogleMapのカスタマイズ 2013OVERSEAS
SITE

http://sputnikcreative.com/



地図バックとは 2013OVERSEAS
SITE

http://awesomenyc.com/



地図バックとは 2013OVERSEAS
SITE

http://awesomenyc.com/



ロールオーバーと地図 2013OVERSEAS
SITE

http://www.studiohekla.com/



ロールオーバーと地図 2013OVERSEAS
SITE

http://www.studiohekla.com/



ロールオーバーと地図 2013OVERSEAS
SITE

http://www.studiohekla.com/



スクロール芸



日本でもキャンペーンサイトなど
多く使われている

➡ 単なる視差を超えた
ユーザ主導型インタラクティブ



スクロール芸自体をメディアにする 2013OVERSEAS
SITE

http://everylastdrop.co.uk/



スクロール芸自体をメディアにする 2013OVERSEAS
SITE

http://everylastdrop.co.uk/



一部にスクロール芸を取り入れる 2013OVERSEAS
SITE

https://signwithenvoy.com/



海外デザイン編
機能まわりの表現トピック



ファーストビュースプラッシュ



ファーストビュースプラッシュ？

➡ ファーストビューからの
通常コンテンツという構成



ファーストビュースプラッシュとは 2013OVERSEAS
SITE

http://betaworks.com/



下に続く意思表示 2013OVERSEAS
SITE

http://www.3coasts.com/



下に行かなくてもいい 2013OVERSEAS
SITE

http://www.thedesignfilesopenhouse.com/



フリック型コンテンツ



横にスライドさせる
コンテンツの増加

➡ フリックで見たときストレスがない？



スクロールすると右へ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.kakaudesign.com.br/



画面一杯のナビゲーション 2013OVERSEAS
SITE

http://minimalmonkey.com/



段組みと横スクロール 2013OVERSEAS
SITE

http://www.arko.co.nz/



段組みと横スクロール 2013OVERSEAS
SITE

http://www.arko.co.nz/



複雑なレスポンシブグリッド



シンプルな多段カラムから卒業

➡ ユーザ毎にレイアウトは異なる



グリッドの構成の緩急 2013OVERSEAS
SITE

http://etchapps.com/



平面的でなく線的なコンテンツ構成 2013OVERSEAS
SITE

http://www.stwi.in/



飽きさせない同一サイズカラム 2013OVERSEAS
SITE

http://www.gedankenstrich.net/



ナビゲーションドロワー



三本線は、わかるのか

➡ PC用Webでは、ラベルつきのケースも
採用されている



ナビゲーションドロワーとは 2013OVERSEAS
SITE

http://www.marketingrockstars.at/



ナビゲーションドロワーとは 2013OVERSEAS
SITE

http://www.marketingrockstars.at/



とはいえ、まだ説明が必要 2013OVERSEAS
SITE

http://www.positiveadvertising.co.uk/



とはいえ、まだ説明が必要 2013OVERSEAS
SITE

http://www.positiveadvertising.co.uk/



PCにおける役割 2013OVERSEAS
SITE

http://bradleyhaynes.com/



PCにおける役割 2013OVERSEAS
SITE

http://bradleyhaynes.com/



フォームあれこれ



フォームに力を入れているか

➡ 意外と作り込んでいるサイトは少ない



鮮烈なエラー表示 2013OVERSEAS
SITE

https://www.recroup.com/



鮮烈なエラー表示 2013OVERSEAS
SITE

https://www.recroup.com/



エラー時のわかりやすさ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.hellohired.com/



エラー時のわかりやすさ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.hellohired.com/



その場で申し込み 2013OVERSEAS
SITE

http://fusionads.net/



その場で申し込み 2013OVERSEAS
SITE

http://fusionads.net/



現実的な落としどころ



ナチュラルなトレンドの導入 2013OVERSEAS
SITE

http://www.geckoboard.com/



フラット以降のシンプルさ 2013OVERSEAS
SITE

http://www.nygenome.org/



上場・グローバル企業編
トレンドトピック



グローバル企業の
リニューアル数

116 470



上場企業の
リニューアル数

478 3400



フラットデザイン化が進む



フラット化へは段階がある

➡ フラット化がはじまった過渡期的な
サイトも多い



Webのテイストとアプリのテイスト 2013GLOBAL
500

https://www.commbank.com.au/



少ない色と装飾 2013GLOBAL
500

http://www.bertelsmann.com/



フルイメージ系とフラット 2013GLOBAL
500

http://www.koc.com.tr/en-US/



イアイからフラットへ 2013GLOBAL
500

http://www.telefonica.com/en/home/jsp/home.jsp



イアイからフラットへ 2013GLOBAL
500

http://www.telefonica.com/en/home/jsp/home.jsp



企業向け多段カラム



意外にも多段カラムは相性がいい

➡ 情報を詰め込めるからか？



フルイメージから多段カラムへ 2013GLOBAL
500

http://www.riotinto.com/



フルイメージから多段カラムへ 2013GLOBAL
500

http://www.riotinto.com/



メインイメージも多段に 2013GLOBAL
500

https://www.riteaid.com/



繰り返しでインパクトを与える 2013LISTED
COMPANY

http://www.ncd-jp.com/



ポップな多段カラム 2013LISTED
COMPANY

http://www.justsystems.com/jp/



スマホライクな多段 2013LISTED
COMPANY

http://www.marubeni.com/



コーポレートカラー2013



今年の配色の傾向に関して

➡ 坂本さん、お願いします



全面的に赤を採用 2013LISTED
COMPANY

http://www.tomatobank.co.jp/



濃い色をうまく使う 2013LISTED
COMPANY

http://www.18bank.co.jp/



業種と配色 2013LISTED
COMPANY

http://www.shionogi.co.jp/



日本の自治体編
トレンドトピック



自治体サイトの
リニューアル数

224 1700



ゆるキャラ推し



洗練させないということ

➡ ゆるキャラの意外な効能



市章ではなく、ゆるキャラ 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.komatsu.lg.jp/



ゆるキャラと遠景 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.owariasahi.lg.jp/



チラリとゆるキャラ出現 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/



人口とサイト構造



人口によってあるべき形がある

➡ 最近のトップページの構造について



市政と観光のバランスのよさ 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/



振り分けの基準 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/



来る人、住む人のまとめどころ 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/



地域ブランディング2013



様々なアプローチ

➡ 基本形は出尽くし、アイデア勝負へ



水平線のセパレータ 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/



古にならう、グロナビ 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.tamba.hyogo.jp/



独自ポジションを推す 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



見立てフッター



いい仕事がしやすいフッター

➡ ここにフロンティアが!!



見立てフッターとは 2013LOCAL
GOVEMENT

http://town.takinoue.hokkaido.jp/



見立てフッターとは 2013LOCAL
GOVEMENT

http://town.takinoue.hokkaido.jp/



自然を推したフッター 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



自然を推したフッター 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



自然を推したフッター 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



海生交流都市ならではのフッター 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/



海生交流都市ならではのフッター 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/



アーチが元気



アーチ

➡ アーチは日本的デザインと
相性バツグン

➡ 導入スタイルには2パターンある
- 視点の移動



コンテンツ側を広げる 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.city.noboribetsu.lg.jp/index.html



ヘッダー側を広げる 2013LOCAL
GOVEMENT

http://www.pref.miyagi.jp/



矢野の目、坂本の目
総評



矢野の目



980 N

矢野りんからのおしらせ
幅固定時代は終わり
ディスプレイ向け情報は
レイアウトという概念から解放されました。

旧ウェブサイト 新ウェブサイト



坂本の目





ハニカムの時代なので...



美濃市 2013OVERSEAS
SITE

http://www.city.mino.gifu.jp/



Webデザイントレンド
CSS Nite LP, Disk 31: Webデザイン行く年来る年（Shift7）

キャプチャで振り返る2013年

ありがとうございました!!



これも見ておきたい
オマケのサイトレビュー



上場・グローバル企業編



はせがわ 2013LISTED
COMPANY

http://www.hasegawa.jp/



キャノン株式会社 2013LISTED
COMPANY

http://web.canon.jp/corporate/index.html



T&G 2013LISTED
COMPANY

http://www.tgn.co.jp/



パソナテック 2013LISTED
COMPANY

http://www.pasonatech.co.jp/



日本の自治体編



山中湖村 2013OVERSEAS
SITE

http://www.vill.yamanakako.yamanashi.jp/



多段カラムでリニューアル 2013OVERSEAS
SITE

http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/


