
（日本語版）



はじめに
2014年のはじめ頃、我々 ustwo は Google の Android Wear チームと共同作業を
始めました。それは他に先駆けて、Google のアプリストアで一般向けに提供する
watch face と呼ばれる時計文字盤デザインを作成するためでした。

ウェアラブル端末用の watch face をデザインする作業の中で、多くの独自の挑戦が
行われ、そこから学んだことが数多くあります。

本ガイドの目的は、Google のウェアラブルのデザインガイドラインを活用し、その
利用方法の範囲を拡げるとともに、Android 開発者コミュニティにおける、watch 
face デザインの質を向上させることにあります。

http://developer.android.com/design/wear/index.html
http://developer.android.com/design/wear/index.html


私達はデザインの仕事を通じて、ここで紹介する原則を
学びました。強固で明快な原則は、デザイン作業に集中
でき、エゴの無いはっきりとした批評とともに、明確な
判断をするための解決方法です。

原則



感銘を与える watch face のデザインは、

落ち着いていて、バランスが取れており、

熟慮されたものであるべきです。

カレンダー表示
あなたが、どんなに忙しいかを表示して、ストレスを抱える
必要はありません。鬱陶しい模様、線、形は避けましょう。

禅の考え



人間は普通、腕時計をずっと見続ける

ことはしません。一日に何度かチラ見

するだけです。

watch face に表示するあらゆるデータ

は、ぱっと見ただけで完全に読み取れ

るようにしましょう。

腕時計のデザインは、会話の邪魔をす

るようなものであってはいけません。

カレンダー表示
コンセプトを理解するために「学習する」必要があるのならば、

そのデザインは、見なおした方がいいということです。

一目瞭然であること



機能性は考え抜かれたものなのか。

それとも、ただ可愛いだけなのか?

素晴らしい watch face は見た目の良

さに挑戦するだけでなく、watch 

face として実際にどう機能するか、

常に挑みながらこの問いかけを繰り返

しているのです。

フィットネス表示
どのようにして UI の要素で時間を表現しますか？

役に立つこと



あなたのデザインが、ひとつのアイディア

を表現するのが狙いなら、wear 利用者の

戸惑いを避ける事ができます。Android 

watch は画面が小さく、液晶画面のピクセ

ルは目に見えるほど大きいものです。シン

プルなデザインと対になるシンプルな目的

は watch face を理解しやすくし、身に付

けることが楽しくなるでしょう。

例：

■ このあと、雨は降るのか？

■ 次のミーティングは何時からか？

■ 今日、どれくらい動き回ったか？

天気表示
Less is more. より少ないことは、より豊かなことです。

天気予報の watch face の場合、細かな情報を大量に表示するよりも、
結局はシンプルで明快なものが良いに決まっています。

機能は、ひとつだけ



工程



腕時計の歴史は数世紀に及びます。

デザイナーとして、先へ進む前に、

まず私たちはこの腕時計の歴史と様式に

敬意を払いながら学ぶ必要があります。

いくつかリンクを紹介します：

■ Hodinkee

■ Dezeen Watch Store

■ Perpetuelle

■ WatchTime

■ Watchville

歴史を知る

http://www.hodinkee.com
http://www.hodinkee.com
http://www.dezeenwatchstore.com/category/blog/
http://www.dezeenwatchstore.com/category/blog/
http://blog.perpetuelle.com/
http://blog.perpetuelle.com/
http://www.watchtime.com/
http://www.watchtime.com/
http://www.watchville.com/
http://www.watchville.com/


スケッチをすることは、デザインプロセ

スにおいて重要な部分です。スケッチは

最も早くあなたのアイディアを外部に示

す手段です。スケッチを描くことによっ

て、すぐにたくさんのコンセプトを思い

つくことでしょう。

一度いくつかのスケッチを描けば、何が

うまく機能するか、何が機能しないかを

すぐに判断することができるでしょう。

スケッチはまた、他人があなたのコンセ

プトを明確に理解する手助けにもなりま

す。

アイデアをスケッチ

スケッチシートをダウンロード

http://cdn-origin.ustwo.com/wear.ustwo.com/sketch.zip
http://cdn-origin.ustwo.com/wear.ustwo.com/sketch.zip


衣服と同じように watch face は身に

付ける人の自己表現の一つです。あなた

が作る watch face を身につけてもら

いたい人々を想像し、その人たちが好む

ようなスタイルを考えましょう。

何を着るか考える



我々は実機の性能を最大限活かし、

直接実機で見栄えを確認し、

それぞれのデザイナーが繰り返し繰り返し

修正することを推奨しています。



これだ！と思えるものができるまで、既存

のデザインを改善していきます。

繰り返し

バージョン１
棒線と数字の検討

バージョン２
線の太さの検討

バージョン３
シンプルになった Air の最終バージョン



チームメンバーからの質問をまとめること

で、時間を節約することができます。仕様

書に必要なのは、それが必要だという同意

が得られたものだけを載せることです。

仕様書に記載するのは watch face の機

能、UI アニメーション、線の太さ、文字

のサイズ、色の値など、何を意図してその

値なのか、理由も記載しましょう。省電力

モードの時にどのように見えるか、システ

ムUIはどのように配置すべきかというこ

ともしっかり書いておきましょう。

仕様を決める



手首にある小さな画面の watch face をデザインすることは、
ルールのあるゲームでもあります。
ルールを熟知して、あなたの watch face をより美しく、有用
なものにするために、ここで紹介する技法を駆使してください。

技法



グリッドに沿ったデザインは、あなたの

デザインに体系的で統一感のあるレイア

ウトをもたらすでしょう。

グリッドを使おう



ウェアラブル好きは、watch faceのカス

タマイズを好みます。様々な色を使用し

て、どのように見えるか検討しましょ

う。多数の色を用意する代わりに単色の

デザイン部品の透明度を変化させること

で、要望を満たすことができます。

また、明るい色を背景にするのは避けま

しょう。黒い背景色は、腕時計に最も違

和感なく融け込む色です。

複数の色を
重ねて使おう



短針の長さは、少なくとも３分の１は長

針より短くしましょう。そうすることで

より時間を把握しやすくなります。

長針は長く
短針は短く



細すぎるデザインは、現実の利用場面で

は簡単にかき消されてしまいます。十分

な視認性を確保するために、太いくっき

りとしたデザインにしましょう。

太字にしよう



データに基づいた
デザイン



Android Wear のプラットフォームは、

プッシュ通知を可能にしています。この

通知は、スマートフォンの watch faceア

プリを通して、ウェアラブルデバイスと

の間で行われます。

watch face のデザインに、データをどう

含ませるかが、多くのエキサイティング

な可能性をもたらします。

データとの調和



情報の解像度を低くすると使いやすくな

ります。

たとえば「午後７：１５分以降に雨が降

ります」より「夕方は雨」の方が解りや

すいのです。

データは粗く使う



試作の段階でも、サンプルとして実際の

データを使いましょう。そうすることで

現実味のあるデザインになります。

本物のデータで
試作しよう



準備万端にするために、あらゆる極端な

状況を想定しましょう。

例：

■ 全部の日に予定が入っている予定表

■ 登録無しの空の状態表示

■ 想定の値を超過した歩数

■ 翻訳した文言が長過ぎる

ありとあらゆる
テストをしよう

Albumen
一日中、区切り無く予定がある場合

Next
同じ時間に複数の予定がある場合

Runway
全く予定が無い、無表示の場合



制約



丸型と四角型

Android Wear には、様々な画面の形、

サイズが存在します。

四角型と丸型画面の両方のタイプを考慮

しなければいけません。

当たり前のことですが、ある特定のコン

セプトは、ある特定の端末でだけうまく

動きます。しかし、少し配慮すること

で、画面サイズや形状に関係無く使いや

すい watch face になります。

柔軟なコンセプト
watch face は調整無しで動作する
だけの充分な柔軟性を持つべきです

共通のデザイン要素
画面の形が違っても、色や部品などは
共通のものを使うようにしてください

アナログ時計似の調整
コンセプトのうちいくつかは、自然と
アナログ時計風の形になるでしょう



システムのUI

Android Wear のデバイスは、様々な画面

表示技術を売りにしており、それぞれ独自

の強みと注意すべき点があります。

watch face の省電力待機モードの画面を

デザインする際、留意すべき重要なポイン

トは、バッテリー表示アイコンと、下から

せり上がってくるシステムUIがどう影響す

るかということです。

大きなカードUI
カードUI は通知のために使われ、

Android Wear とスマートフォンを連携
させるために必須の機能です。

小さなカードUI
画面の下半分を埋め尽くす情報表示ではな
く、一部分だけ表示される小さな覗き窓のよ
うなカードUIを活用する方法もあります。

Ok, Google とバッテリー表示
省電力待機モードの時、画面上の特定の領
域に、常に表示される要素があります。

カスタマイズ機能
バッテリー表示と接続アイコン、
Ok, Google 表示は、設定で表示
位置を変えることができます。



画面サイズ

watch face をデザインするときは、四

角型と丸型の両方を考慮しなければなり

ません。

それぞれ 320 x 320dp の円形と四角形

の描画領域に収まるよう、画像を用意し

ます。おすすめは、ベクター形式のみを

使うこと。そうすることで、将来画面サ

イズや解像度に変更があった場合も適応

しやすくなります。



描画領域の制限

デザイナーが気をつけなければならない

描画領域の制限がいくつかあります。

丸型のディスプレイを搭載したMoto360

は、画面表面の端が面取りのため斜めに

カットされており、縁の部分のディスプ

レイが歪んで見えます。また円形液晶の

下部に非表示の領域があります。

このような理由から、重要なデザイン要

素は、描画領域の端から20dp以内には配

置しないようにしましょう。



Slide
操作モード

Slide
待機モード

Slide
白黒表示の省電力モード

全モード対応
デザイン

全ての画面表示モードに共通し、うまく

対応した watch face を作ることをお薦

めします。



白黒モードの
単純化

複数の画面で情報を表示しわけているよ

うなデザインの場合、それらを瞬時に見

分けられるように、表示を非常に単純化

することが重要です。



アプリストアでの紹介は、
あなたの watch face と同じくらい、
素敵に見えるべきです。

公開



あなたの watch face はスマートフォンと

同じ、単体のアプリとして、ストアに並べら

れます。または既にリリースしているスマー

トフォンアプリの追加機能として公開されま

す（500pxアプリの例）。

もし単体のアプリとして watch face を登

録しようとしているのなら、はっきりわかる

ように "watch face"や"watch faces"とい

う単語を付け加えましょう。

アプリ名

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivehundredpx.viewer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivehundredpx.viewer


もしあなたが１画面だけの watch face を

リリースするのであれば、watch face のア

イコンをそのまま watch faceのプレビュー

にすることができます。

複数のまとまった watch face をセットと

してリリースする場合は、それらの watch 

face をアイコンの中で表現できるように調

整する必要があります。

アイコン

単体
1画面しか無い場合、心配はいりません。
様々なサイズで見ても大丈夫なように
シンプルな画面例をアイコンにします。

複数
このアイコンは、10個以上の

watch face を含んだものである
ことを表現しています。



watch face がどう動くかを、わかりやすい

説明文で記載しましょう。

記述する



丸型と四角型で、それぞれどう見えるかを

紹介することは、とても重要なことです。

紹介する



その watch face が、どのように動くか

を把握してもらうために、動画で動きを

見せましょう。抽象的な watch face に

おいては特に重要です。

文字盤の動きを
見せましょう



プロモーションのために、watch face の

紹介画像を複数用意しておきましょう。

そうするとストアやソーシャルメディアに

取り上げてもらいやすくなります。

宣伝する



翻訳（Goodpatch 荒武祐一郎）

監訳（EXA 安藤幸央）


