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デザイン原則

■	 Windows	ユーザー	エクスペリエンス	■	 (UX)	のデザイン原則
コンセプトを減らして、信頼を高める

■ 新しいコンセプトを導入しましたか。その理由は何です
か？ それは必要ですか？

■ 不要なコンセプトを削除できますか？

■ 意味のある区別を行っていますか？ 

■ UX は同じコンセプトを引き継いでいますか？

どんなに小さなことも重要である

■ 頻繁に見られる、または多くのユーザーが目にする、小さ
くても重要なことは何ですか？ 

■ どんな小さな問題を解決していますか？ 

■ 操作は少ないほどよい。

■ エクスペリエンス内の些細なことも無視しません。

■ 細かいところまでよく考えて計画します。

■ 小さなバグも修正します。

"外観"	と	"内容"	を重視する

■ UX は何を重視していますか。その外観には、重視してい
ることが反映されていますか？ 

■ ユーザーが目にする最初のものに、UX で重視しているこ
とが反映されていますか？ 

■ UX は期待どおりですか？ 

■ ユーザーができることは明確ですか？ 

■ 必要な手順のみを示していますか？ 

探し回ることのないように、見つけやすくする

■ 気を散らすものを減らします。

■ 機能が競合しないようにします。

■ 新しい機能を使用するようにします。

■ 以下は、見つけやすくするための解決策ではありません。

スタート メニューにアイコンを固定する。

デスクトップにアイコンを置く。

通知領域にアイコンを置く。

通知を使用する。

最初の実行エクスペリエンスを設定する。

ツアーを設定する。

•
•
•
•
•
•

開始前の	UX	と質問

■ 質問量を少なくします。

■ 質問は 1 回にします。

■ 構成による値の設定を要求しない。

■ この質問は既にしていませんか？ 

■ 機会を見つけて質問を整理するようにします。

カスタマイズではなく、個人設定にする

■ その機能によって、ユーザーは自分自身用の要素を表現で
きますか？ 

■ 個人設定とカスタマイズを区別していますか？ 

■ 個人設定は、新しい機能として扱う必要がありますか、そ
れとも既存の機能や情報 (ユーザーの場所、背景写真、タイ
ルなど) を利用できますか？ 

エクスペリエンスのライフ	サイクル

■ 次のすべての段階で、ユーザー エクスペリエンスについて
検討します。

インストールと作成 

最初の使用とカスタマイズ 

通常の使用 

管理とメンテナンス 

アンインストールとアップグレード 

■ 12 か月使用したものとしてエクスペリエンスを検証し、以
下を満たしているかどうかを確認します。

現実的な内容 

現実的な量 

モバイル	ユーザー向けに作成する

■ すべての UX の原則を、12 インチと 20 インチの画面サイ
ズで同じように適用します。

■ 中断可能にします。

■ 開始と停止の理由を説明します (すばやく戻り、他の UX 
を妨げないようにします)。

■ 接続と切断の理由を説明します。

■ パフォーマンスは、UX 全体を魅力的なものにします。

•
•
•
•
•

•
•
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■	 優れたユーザー	エクスペリエンス■	 をデザインする方法
以下の考えは簡単に説明されていますが、それぞれ深い意味を
持っています。それぞれを個別の記事にすることもできますが、
ここではその代わりに短く説明します。足りない情報は、実際
の経験から補ってください。

1.	 基礎を強固にする
主要なシナリオ (ユーザーが Windows プログラムを使
用する主な理由) は、付随的なシナリオ (ユーザーが実行
する場合も、しない場合もあること) よりもはるかに重要
です。基礎を固めることが大切です。また、基礎が固まっ
ていれば、付随的な事柄はそれほど問題とされません。

2.	 機能をデザインするのではなく、	
エクスペリエンスをデザインする
個々の機能をデザインするのではなく、エクスペリエン
スを最初から最後までデザインします。そして、製品全
体のエクスペリエンスを通して、デザインするに当たっ
て設定した基準を維持します。たとえば、プログラムの
セットアップが使いにくくてバグが多いものであると、
ユーザーはプログラムそのものも使いにくくてバグが多
いと考えます。そのように考えるのは当然のことです。

3.	 特に得意な分野を持つ
"実際の" ユーザー (マーケティング部門や PR 部門と
いった "組織" ではなく) がプログラムをどう評価するか
考えてみます。対象ユーザーを特定し、そのユーザーに

「このプログラムは、A、B、C をとてもうまく処理できる
ので愛用しています」と言ってもらえるようにします。
ユーザーにこのように言ってもらえない場合、何が問題
なのでしょうか。"十分" という評価は、既に十分ではあ
りません。ユーザーに愛されるプログラムを目指す必要
があります。

4.	 八方美人にならないようにする
すべてのユーザーを満足させようとするよりも、対象
ユーザーを喜ばせようとする方が、プログラムは成功し
ます。すべてに集中するということは、事実上不可能で
あることを忘れないでください。

5.	 厳しく決断する
本当に必要な機能、コマンド、オプションであれば、しっ
かり作ります。そうでなければ、省きます。何でもオプ
ションにしたり、構成可能なようにして、厳しい決断を
避けてはなりません。

6.	 打ち解けた会話のような	
エクスペリエンスにする
ユーザー インターフェース (UI) は、設計者と対象ユー
ザーとの会話だと考えてデザインします。プログラムを
使っているところを後ろから覗き込んでいることを思い
浮かべてください。彼または彼女が「ここはどうすれば
いいの?」と聞いてきたとして、それに対する説明 (手順
とその順番、使用する言語、説明する方法など) を考えま
す。この場合、あえて "説明しない" ことも考えられます。
これが UI のあるべき姿です。つまり、よく読まないと
わからないような難解なものは避け、友人間の会話のよ
うなものを目指します。

7.	 既定で、適切な設定を行う
もちろん、ユーザーが設定を変更できるオプションをた
くさん作成することもできますが、必要性を考えます。
安全で、セキュリティ保護された、便利な値を既定値に
選択します。また、既定の設定でエクスペリエンスが対
象ユーザーに適したものになるようにします。ユーザー
は不適切な初期設定を修正するものだという前提に立た
ないでください。ユーザーは既定の設定を変えないもの
です。

8.	 何もしなくても適切に動作するようにする
ユーザーは、さまざまなことを設定したり習得したいの
ではなく、プログラムを使用したいと思っています。初
期設定を選択し、最も一般的で重要なタスクの実行方法
を明確にしたら、すぐにプログラムが機能するようにし
ます。

9.	 質問は慎重に行う
重要でない質問はモーダル ダイアログ ボックスで行う
ことを避け、代わりにモードレス ダイアログ ボックスで
行います。できれば、現在のコンテキストからユーザー
の意図をくみ取ることによって、質問が必要になる機会
を減らします。UI で質問をする必要がある場合は、テク
ノロジーの観点からではなく、ユーザーの目的とタスク
の観点から示します。ユーザーが理解でき、明確に区別
できるオプションを (ここでも、テクノロジーではなく
目的とタスクの観点から) 提供します。ユーザーが情報
に基づいた判断を行うことができるように、十分な情報
を提供するようにします。

10.	楽しく使用できるようにする
プログラムが十分にその役割を果たせるようにします。
適切な機能セットを用意し、その機能を適切な場所に配
置します。詳細に注意し、すべてが洗練された状態にな
るようにします。ユーザーは細かいことには気付かない
ものなどと思ってはなりません。必ず気付かれます。
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11.	見た目を楽しくする
標準のウィンドウ枠、フォント、システム カラー、コモ
ン コ ン ト ロ ー ル、 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス と い っ た 
Windows の標準的な外観、および標準的なレイアウト
を使用します。カスタム UI の使用は避け、ブランド化
は控えめにします。法的に有効な場合に限り、できるだ
け、標準の Windows アイコン、グラフィック、アニメー
ションを使用します。独自のグラフィックやアイコンに
ついては、プロのデザイナーに作成を依頼します。デザ
イナーに依頼する余裕がない場合は、シンプルなグラ
フィックを少しだけ使用するか、グラフィックを一切使
用しないようにします。
また、スキンを提供することで平凡な外観をフォローで
きると考えないでください。ユーザーの多くはスキンに
こだわりがありません。ほどほどの外観が大量に提供さ
れているよりは、優れた外観が 1 つある方が良い印象を
与えることができます。

12.	応答性を向上させる
プログラムの応答性は、エクスペリエンス全体にとって
きわめて重要です。必要以上に時間がかかる応答性の悪
いプログラムだと、ユーザーは使用に適さないプログラ
ムだという印象を持ちます。すべてのパフォーマンスが
重要な機能について、ユーザーの目的と期待をまず理解
し、その目的を達成できる最も軽量なデザインを選択し
ます。一般的に 10 秒以上かかるタスクについては、処
理状況のフィードバックとキャンセル機能が必要になり
ます。ユーザーが処理速度をどのように感じるかは、実
際の処理速度と同じくらい重要です。ユーザーが感じる
処理速度は、主にプログラムが応答可能になる早さに
よって決まります。

13.	シンプルさを維持する
目的を果たすことができる範囲で、最もシンプルなデザ
インを目指します。ただ "必要" であるというだけのも
のを超えるデザインにします。何かを実行する方法が 1 
つで済む場合に、3 つの方法を用意しないようにします。
不要な機能はすべて排除または縮小します。

14.	不適切なエクスペリエンスを避ける
口で言うほど簡単ではありませんが、プログラムに対す
るユーザーの全体的な印象は、良いエクスペリエンスに
よってではなく、悪いエクスペリエンスによって決まる
ことの方が多いものです。

15.	一般的な問題に対処したデザインにする
そのデザインは、ユーザーが操作を誤ったり、ネットワー
ク接続が途切れた状況でも、問題のないデザインでしょ
うか。一般的な問題、ユーザーの誤操作、その他のエラー
を想定してデザインします。ネットワークが遅い/使用
できない場合、デバイスがインストールされていない/使
用できない場合、ユーザーの入力が誤っている場合、ユー
ザーが手順をスキップした場合、といった状況を検討し
ます。プログラムの各ステップで、起こりうる最悪の事
態は何かと自問してみます。そして、それが本当に起き
た場合にプログラムがどのように動作するのがよいか考
えます。すべてのエラー メッセージで、問題を明確に説
明し、実行可能な解決策を提示するようにします。

16.	わずらわしさを排除する
ほとんどの場合、ユーザーが日常的に無視して何の行動
もとらないものはすべて、デザインの変更か削除が必要
です。これは、ユーザーが繰り返し目にするもの (エラー 
メッセージ、警告、確認、通知) について、特に当てはま
ります。サウンドは、特に控えめに使用します。考えら
れる例外としては、セキュリティや法的事項に関する UI 
(同意やライセンス条項など) があります。
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17.	労力、知識、思考を減らす
プログラムを使用するために必要な労力、知識、思考を
削減するには、以下のガイドラインに従います。

暗黙に示すのではなく明示します。ユーザーに伝える
必要がある情報は、画面に直接表示します。ウィンド
ウやページ上のメイン指示テキストを慎重に作成し、
UI の目的を明確に伝えます。

手動ではなく自動にします。実用的であり、望ましい
場合は、できるだけ自動化することにより、ユーザーを
支援します。簡単なテストとしては、プログラムを閉じ、
再始動してから、最も一般的なタスクを実行してみま
す。手動の操作をいくつ削減できるかを確認します。

冗長さをなくして簡潔にします。画面上に配置すると
きは、簡潔にします。要点だけを伝えます。テキストは、
精読用ではなく流し読みできるようにデザインします。
補完的な役立つ情報で、必須でないものについては、ヘ
ルプ リンクを使用します。

無制限にはせず、制約を設けます。コントロールを選
択する際は、通常、有効な入力しか受け付けないコント
ロールを選択するのが最適です。

無効化するより、有効なままにします。無効化された
コントロールは混乱を招くことが多いので、なぜコン
トロールが使用できないのかをユーザーが簡単に推測
できるときにのみ使用します。それ以外の場合は、該
当しないコントロールを削除するか、または有効なま
まにしてわかりやすいフィードバックを提供します。

情報をできるだけ保持します。セキュリティやプライ
バシーに関する事項を除き、ユーザーが以前に行った
入力や行動を保持して、同じことを簡単に実行できる
ようにする方が毎回最初からユーザーに操作させるよ
りも優れています。

手掛かりがない状態にはせず、フィードバックします。
タスクが実行されたのか失敗したのかを示す、明確な
フィードバックを提供します。ユーザーが推測しなく
ても済むようにします。

•

•

•

•

•

•

•

18.	ガイドラインに従う
当然のことですが、UX ガイドを、Windows ベースのプ
ログラムに関する最小限の品質および一貫性の基準と考
えてください。UX ガイドを使用して、ベスト プラクティ
スに従い、日常的な決定を行って、作業をより簡単にし
ます。どのようなプログラムであっても、創造的なエネ
ルギーは日常的なことではなく重要なことに集中させま
す。だれも使い方がわからないような、風変わりなプロ
グラムは作成しないでください。ガイドラインに従って、
受け入れられやすく、同時に他より目立つエクスペリエ
ンスにします。

19.	UI	のテストを行う
ユーザビリティ調査で実際の対象ユーザーによるテスト
が済むまでは、プログラムが正しくできているかどうか
はわかりません。ほとんどの場合、結果に対して (悪い
意味で) 驚くことになります。UI について批判を受ける
のは喜ばしいことです。これは、最高のものを作るには
必要なことです。プログラムをリリースした後は、必ず
フィードバックを集めましょう。
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■	 パワフルかつシンプルに
パワフル:	

パワフルかつシンプル:	
理想的な Windows ベース アプリケーションは、パワフルでシ
ンプルなものです。アプリケーションをパワフルにしたい、シ
ンプルにしたいと考えるのは当然ですが、両方を実現すること
は可能でしょうか。この 2 つの目標はそもそも相反するもの
ですが、必ずしも両立できないものではありません。機能の選
択と提示のバランスを慎重にとることにより、パワフルでシン
プルなアプリケーションを実現できます。

パワフルであること
ソフトウェアにおいて "パワー " とは何を意味するのでしょう
か。あらゆるユーザーにとって万能であることを目指し、さま
ざまな機能を満載したアプリケーションがパワフルと見なされ
る場合もあるかもしれません。しかし、不必要な機能がユーザー
のニーズを満たすことはないため、このようなデザインが成功
しているとはいえません。これは、私たちが目指しているパワー
ではありません。

パワフルなアプリケーションとは、次の特徴を最適に組み合わ
せたアプリケーションです。

■ 有効性。そのアプリケーションがなければできないタスク
を実行でき、目的を効果的に達成できることで、対象とす
るユーザーのニーズを満たす。

■ 効率性。そのアプリケーションなしには不可能なレベルの
生産性と規模でタスクを実行できる。

■ 多目的性。さまざまな環境で幅広いタスクを効果的に実行
できる。

■ 直接性。中断や不必要な手順を要求されることがなく、直
接的に目的の達成を支援するものであると感じられる。
ショートカット、キーボード アクセス、マクロなどの機能
は、直接性の感覚を向上させます。

■ 柔軟性。作業を完全にきめ細かく制御できる。

■ 統合性。Microsoft® Windows と十分に統合され、他のア
プリケーションとデータを共有できる。

■ 先進性。競合他社のソリューションにはない、すばらしい
革新的な最新機能を備えている。

こうした特徴のいくつかは、ユーザーの認識によって変わり、
ユーザーのその時の能力に関連しています。何をパワフルと考
えるかは時間と共に変化するため、今日の高度な検索機能が、
明日には平凡でありふれた機能になっているということもあり
得ます。

以上の特徴をすべて集約すると、パワフルなアプリケーション
を次のように定義できます。

│ 対象ユーザーがそのすべての可能性を 
効率的に実現できる場合、 
そのアプリケーションはパワフルである。

したがって、パワフルであることの最終的な基準は、機能の数
ではなく生産性です。

ユーザーがそのすべての可能性を実現するために必要とする支
援の方法は、ユーザーごとに異なります。あるユーザーにとっ
ては有効でも、別のユーザーにとっては、多目的性、直接性、お
よび制御性を損なうものである可能性もあります。適切にデザ
インされたソフトウェアは、これらの特徴のバランスが適切に
とれています。たとえば、非専門家向けにデザインされたデス
クトップ パブリッシング システムでは、ウィザードを使用し
て、ユーザーが複雑なタスクを処理できるようにしている場合
があります。このようなウィザードでは、対象ユーザーは、そ
れがなければ実行できないようなタスクを実行することができ
ます。それに対して、プロフェッショナル用のデスクトップ パ
ブリッシング システムでは、直接性、効率性、および完全制御
性を重視します。このようなアプリケーションのユーザーに
とっては、ウィザードは制限が多くてストレスを感じるかもし
れません。

最も重要な点
対象ユーザーの目的を理解し、その目的を生産的に達成で
きる機能を作成します。
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シンプルであること
シンプルさは、次のように定義されます。

│ シンプルさとは、対象ユーザーが 
重要でないと感じたり判断したデザインの 
属性を減らしたり取り除くことである。

実際には、シンプルさは、適切な機能を選択したり、その機能
を適切に表示することで実現できます。これにより、実際的に
も感覚的にも重要でない要素を減らすことができます。

シンプルであるかどうかは、ユーザーの受け止め方にもよりま
す。次に、自動変速装置の効果をどのように感じるか、ユーザー
の視点による違いを検討してみます。

■ 一般的なドライバー (対象ユーザー ) の場合、自動変速装
置があるとギア シフトやクラッチを手動で操作する必要が
なくなるため、自動車の運転がとても楽になります。手動
によるギア シフトやクラッチの操作は必ずしも運転に必要
なタスクではないため、それらを削除することによりシン
プルさを実現できます。

■ プロのカー レーサーの場合、変速装置を直接制御する機
能は勝利のためには欠かせません。自動変速装置は自動
車のパフォーマンスにマイナスの影響を与えるため、自動
変速装置によってシンプルさを実現できるとは見なされ
ません。

■ 整備士の場合、自動変速装置は手動変速装置に比べてメカ
ニズムが複雑であるため、修理や維持が難しくなります。
整備士とは異なり、対象ユーザーは幸いなことにこうした
内部の複雑さを意識することはありません。

自動変速装置をどう考えるかは、ユーザーによってさまざまで
すが、対象ユーザーにとっては、必ずしも重要ではない知識、
スキル、および労力の必要性がなくなるという点で、成功とい
えます。一般ドライバーにとっては、自動変速装置は優れた機
能です。

──	シンプルさと使いやすさの違い
シンプルさは、正しく適用すれば、使いやすさにつながります。
しかし、シンプルさと使いやすさは同じ概念ではありません。
使いやすさを実現するとは、ユーザーが、適切な時間内に、困
難や混乱を伴わずに、自分自身で正常にタスクを実行できるよ
うにするということです。使いやすさを実現する方法は数多く
ありますが、シンプルさ (重要でない要素の削除) は、そのうち
の 1 つです。

すべてのユーザーは、たとえどんな上級ユーザーでも、不要な
労力を最小限に抑えて作業を完了させたいと考えています。彼
らの主な動機は、作業を完了させることであり、コンピューター
やアプリケーションについて学ぶことではありません。

シンプルさは、使いやすさを実現する最も効果的な方法であり、
使いやすいということは使われるということと同じです。複雑
で使いにくい機能は使われなくなります。それに対して、シン
プルで洗練されたデザインで、適切に機能を実行できれば、喜
んで使われます。そのようなデザインに触れると、積極的に使
いたいという気持ちになるものです。

たとえば、Microsoft Windows XP のワイヤレス ネットワーク
のサポートについて考えてみます。マイクロソフトでは、ユー
ザーが構成プロセスを処理できるウィザードを追加することも
できましたが、このアプローチでは、使いやすさは実現できま
すが、シンプルではありません。重要でない機能 (ウィザード) 
が追加されているからです。その代わり、ワイヤレス ネット
ワークが自動的に構成されるようにデザインしました。最終的
にユーザーにとっては、信頼できて安全に機能するのであれば、
構成の詳細は気にしません。ワイヤレス ネットワーク テクノ
ロジーでは、このパワフルでシンプルなデザインの実現が、そ
の人気と急速な普及につながっています。

最も重要な点
作業を適切に実行できる最もシンプルなデザインからデザ
イン プロセスを開始します。

現在のデザインに満足していない場合、重要でない要素をすべ
て取り除くことから始めます。通常、残った要素は優れたもの
だとわかるはずです。

パワーを維持しながらシンプルさを実現する

──	デザイン原則
シンプルさを実現するには、常に、可能性ではなく、確実性の
ためにデザインします。

可能性
可能であることに基づいたデザインの決定は、レジストリ エ
ディターのような複雑なインターフェイスにつながります。こ
のデザインでは、すべての操作が同じように可能になり、その
結果、同じだけの労力を必要とします。すべての操作が可能な
ため、ユーザーの目的はデザインの決定では考慮されません。

確実性
高い確実性に基づいたデザインの決定は、簡潔な、目的ベース
およびタスクベースのソリューションにつながります。いか
にもありそうなシナリオが注目され、最小限の労力で実行でき
ます。
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シンプルなデザインの原則	

│ シンプルさを実現するには、 
いかにもありそうなことに注目し、 
可能性の低いことは削減、非表示、または 
削除し、不可能なことは完全に排除する。

ユーザーがしたいことは、ユーザーがするかもしれないことよ
りも、デザインにとってはるかに重要です。

──	デザインの手法
パワーを維持しながらシンプルさを実現するには、適切な機能
セットを選択し、適切な場所に配置して、それらの機能セット
を使用するための労力を軽減するようにします。このセクショ
ンでは、こうした目的を実現するための一般的な手法について、
いくつか説明します。

適切な機能セットを選択する

"完璧であるということは、これ以上足すものが 
なくなったときではなく、これ以上取り除くものが 
なくなったときに実現する。"

─	アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

実際に削減や削除を行ってシンプルさを実現しながら、必要な
機能をユーザーに提供するデザイン手法を、次に挙げます。

■ ユーザーが必要な機能を判断する。目標、シナリオ、およ
びタスク分析によってユーザーのニーズを理解し、これら
の目的を実現する機能セットを判断します。

■ 重要でない要素を削除する。使用されそうもない要素や、
より望ましい代替手段のある要素を削除します。

■ 重要でない冗長性を取り除く。タスクを実行するのに、複
数の効果的な方法がある場合があります。シンプルさを実
現するには、あらゆる方法を提供して選択できるようにす
るのではなく、厳しい決断をし、対象ユーザーにとって最
も良い方法を選択します。

■ 自動的に機能させる。ある要素が必要でも、許容できる既
定の動作や構成があれば、それを機能させるためのユー
ザー操作は必要ありません。シンプルさを実現するには、
要素が自動的に機能するようにし、ユーザーに対して完全
に非表示にするか、あまり目に触れないようにします。

提示を合理化する	

"簡素化する能力とは、必要なものを活かすために、 
不要なものを取り除くことである。"

─	ハンス・ホフマン

削減や削除の認識を通じてシンプルさを実現しながらパワーを
維持するためのデザイン手法を、次に挙げます。

■ まとめるべきものはまとめる。タスクを 1 か所で実行でき
るように、タスクをサポートする重要な機能をまとめて配
置します。タスクの手順は統合し、合理化したフローにし
ます。複雑なタスクは簡単でわかりやすい手順に分解し、
ウィザードのように、"1 か所" に複数の UI 画面が表示さ
れるようにします。

■ 区別すべきものは区別する。すべてを 1 か所に表示できる
とは限らないため、常にわかりやすい適切な境界を設定し
ます。中心となるシナリオをサポートする機能を中央に
はっきりと表示し、オプションの機能は非表示にするか、
周辺に表示します。個々のタスクは区別して、関連タスク
にはリンクを設定します。たとえば、写真の操作に関する
タスクは、写真のコレクションの管理に関するタスクとは
はっきりと区別しますが、どちらからもすぐにアクセスで
きるようにします。

■ 取り除けるものは取り除く。デザインを印刷し、最も重要
なタスクを実行するために使用する要素を強調表示しま
す。さらに、有益な情報を伝える UI テキスト内の個々の
単語を強調表示します。これで、強調表示されていない要
素を確認し、デザインから削除することを検討します。ア
イテムを削除しても問題ない場合は、削除します。  
一貫性、構成可能性、および一般化を図ることは、質の向
上にとって望ましいことが多いのですが、それによって無
意味な複雑さが生じることがあります。一貫性、一般化、
および構成可能性に関して、冗長なテキストがある、2 つ
で十分なタイム ゾーンをいくつも設定する、ユーザーが変
更する可能性のないオプションがあるなど、見当違いの設
定がないかデザインを確認して、取り除けるものは取り除
きます。

■ 適切な場所に要素を配置する。ウィンドウ内の要素の位置
は、その用途に従って配置します。重要なコントロール、
指示、および説明は、すべてコンテキストに沿って論理的
な順序で配置します。他のオプションが必要な場合、シェ
ブロンをクリックするか、それに似たような方法でコンテ
キスト内に表示します。他の情報が必要な場合は、マウス 
ポインターを重ねて情報ヒントを表示します。あまり重要
でないタスク、オプション、およびヘルプ情報は、メインの
フロー以外の場所 (別のウィンドウやページ) に表示しま
す。必要に応じて追加の詳細を表示する手法を "段階的表
示" といいます。

■ 意味のある高度な組み合わせを使用する。個々の要素では
なく、関連する要素のグループを選択して操作する方が、
簡単でスケーラブルであることはよくあります。高度な組
み合わせの例には、フォルダー、テーマ、スタイル、ユーザー 
グループなどがあります。このような組み合わせは、多く
の場合、個々の要素からはわからないような、ユーザーの
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目的や意図に対応します。たとえば、[ハイコントラスト 黒] 
の配色に込められた意図は、黒のウィンドウ背景色に込め
られた意図に比べ、はるかに明白です。

■ 適切なコントロールを選択する。デザイン要素は、使用さ
れるコントロールによって具体化されるため、適切なコン
トロールを選択することは、効率的な提示にきわめて重要
です。たとえば、Microsoft Word で使用されるフォントの
選択ボックスには、フォントのプレビューと最近使用した
フォントの両方が表示されます。同様に、Word でスペル 
ミスや文法上の間違いの可能性がある場所を表示する方法
は、この記事の冒頭で示したように、ダイアログ ボックス
で表示する方法に比べてはるかにシンプルです。

労力を軽減する	

"簡単なものは簡単であるべきである。 
複雑なものは実現できるべきである。"

─	アラン・ケイ

ユーザーの労力を軽減するデザイン手法を、次に挙げます。

■ タスクを見つけやすく、見やすくする。すべてのタスク、
特に頻繁に行うタスクは、ユーザー インターフェイス内で
すぐに見つけられるようにします。タスクの実行に必要な
手順は表示するようにし、記憶に頼らないで済むようにし
ます。

■ ユーザーが扱う分野の表現でタスクを提示する。複雑なソ
フトウェアでは、ユーザーが問題とテクノロジーをマッピ
ングする必要があります。シンプルなソフトウェアでは、
このマッピングは自然に提示されます。たとえば、赤目軽
減機能は問題領域に直接マッピングされ、色合いやグラ
デーションなどの詳細についてユーザーが考える必要はあ
りません。

■ 専門知識をプログラムで利用できるようにする。アプリ
ケーションを正常に使用するために、ユーザーが外部の情
報にアクセスしなくて済むようにします。専門知識には、
複雑なデータやアルゴリズムもあれば、単に有効な入力の
種類を説明する情報もあります。

■ ユーザーが理解できるテキストを使用する。よく練られた
テキストは、ユーザーとの有効なコミュニケーションには
重要です。ユーザーがよく知っている概念や用語を使用し、
ユーザーが知識や情報に基づいた決定を行えるように、
ユーザーの疑問をわかりやすい言葉で完全に説明します。

■ 安全で、セキュリティで保護された、適用される可能性の
高い既定値を使用する。ほとんどの環境で通常ユーザーに
適用される値が設定に含まれており、その設定が安全でセ
キュリティで保護されている場合、その値を既定値として
使用します。必要な場合のみ、ユーザーが値を指定するよ
うにします。

■ 制約する。タスクを実行する方法が数多くあり、その一部
だけが正しい場合、タスクの実行は正しい方法のみに制限
します。すぐに防げるミスをユーザーがしないようにし
ます。

──	シンプルさと単純さの違い

"何事もできる限り単純化しなければならないが、 
必要以上に単純化してはならない。"

─	アルバート・アインシュタイン

シンプルさは、効果的で望ましいユーザー エクスペリエンスに
とって不可欠であると考えられますが、シンプルさが過剰にな
る可能性は常にあります。シンプルさで最も重要なのは、重要
でないものを削減または削除することです。重要なものまで削
除すると、デザインが貧弱になってしまいます。"シンプルにす
ること" によって、ユーザーの不満や混乱を招いたり、自信が
なくなったり、タスクをうまく完了できなくなったりした場合、
それは削除しすぎているということです。

──	シンプルさには開発者の努力が必要

"私がこんなに長い手紙を書いたのは、 
短くする時間がないからだ。"

ブライス・パスカル

パワーを維持しながらシンプルさを実現するには、内部をかな
り複雑にしなければならないことがよくあります。通常、テク
ノロジーの設計をすべて公開するソフトウェアをデザインする
ことは、それを秘密にしているソフトウェアをデザインするこ
とよりも簡単です。後者では、対象ユーザーとその目的を十分
に理解している必要があります。実際には実用的でない斬新な
機能を追加するかどうかを決定するのに規律が必要なのと同じ
ように、機能を削除するのにも規律が必要です。シンプルさに
は、すべてを構成可能にする代わりに、厳しいデザインの選択
が必要です。多くの場合、複雑なソフトウェアは、使ったこと
がない機能や理解できないほど複雑な機能に価値があるとする
ユーザーの誤解から生じています。

パワフルかつシンプルに
パワーとは、ユーザーに可能性を与え、生産性を向上させるも
のにほかなりません。シンプルさとは、重要でないものを削除
し、機能を正しい方法で提示することです。対象ユーザーを理
解し、機能と提示の適切なバランスを図れば、パワフルでシン
プルな Windows ベースのアプリケーションがデザインでき
ます。
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■	 デスクトップ
デスクトップは、ユーザーがプログラムを使用するための作業
領域です。プログラムやそのブランドが目立つようにするため
のものではないことに注意してください。

"デスクトップ" は、Microsoft Windows によって提供される
画面上の作業領域です。物理的な机の上のようなものです。デ
スクトップは、作業領域とタスク バーで構成されます。作業領
域は、複数のモニターにまたがることもあります。

"アクティブな" モニターとは、アクティブ プログラムが実行
されているモニターです。"既定の" モニターとは、スタート 
メニュー、タスク バー、通知領域が表示されているモニター
です。

デザイン	コンセプト
Windows デスクトップには、以下のプログラムへのアクセス 
ポイントがあります。

■ 作業領域。ユーザーが作業を行うことができる画面上の領
域で、プログラム、ドキュメント、ショートカットを保存す
ることもできます。技術的には、デスクトップにはタスク 
バーも含まれますが、ほとんどのコンテキストでは単に作
業領域のことを指します。

■ [スタート]	ボタン。すべてのプログラムおよび Windows 
の特殊な場所 (ドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ゲー
ム、コンピューター、コントロール パネル) へのアクセス 
ポイントです。最近使用したプログラムやドキュメントに
すばやくアクセスできる、"最近使った" 一覧も含まれます。

■ クイック起動。ユーザーが選択したプログラムへの直接的
なアクセス ポイントです。クイック起動は Windows 7 か
ら削除されました。

■ タスク	バー。デスクトップ プレゼンスを持つ、実行中のプ
ログラムへのアクセス ポイントです。技術的には、タスク 
バーは [スタート] ボタンから通知領域までのバー全体を
指しますが、ほとんどのコンテキストでは "タスク バー " 
はその間のタスク バー ボタンが表示される領域のことを
指します。この領域は "タスクバンド" とも呼ばれます。

■ デスクバンド。最小化して機能する、長時間実行されるプ
ログラムです (言語バーなど)。デスクバンドに最小化さ
れるプログラムは、最小化するとタスクバー ボタンは表示
されません。デスクバンドは、Windows 7 では推奨され
ません。

■ 通知領域。通知や状態の短期的な情報源です。また、デス
クトップに表示されないシステム/プログラム関連の機能
へのアクセス ポイントです。

▲ 典型的な Windows デスクトップ
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▲ Windows デスクトップのアクセス ポイントには、[スタート] ボタン、タスク バー、デスクバンド、通知領域があります。 
タスク バー ボタンにはサムネイル機能もあります。

Windows デスクトップは、ユーザーにとって Windows への
エントリ ポイントとなる限られた共有リソースです。制御の
主体はユーザーであるようにします。デスクトップ領域は、本
来の目的どおりに使用する必要があります。それ以外の使用法
は乱用と見なされます。デスクトップを、プログラムやそのブ
ランドをアピールする手段として使用しないようにします。

最も重要な点
デスクトップを乱用しないでください。制御の主体はユー
ザーであるようにします。対象ユーザーが頻繁に使用する
と見込まれるプログラムについては、セットアップ中にデ
スクトップ上にショートカットを作成するオプションを提
供しますが、このオプションは既定ではオフにします。

ガイドライン

■ 対象ユーザーが頻繁に使用すると見込まれるプログラムに
ついては、セットアップ中にデスクトップ上にプログラム
のショートカットを作成するオプションを提供します。ほ
とんどのプログラムは、このオプションを提供する必要が
あるほど使用頻度は高くありません。

■ このオプションは、既定ではオフの状態で提示します。ユー
ザーの多くは、一度デスクトップに作成されたアイコンは、
たとえそれが不要なものであってもなかなかそれを削除し
ようとしないため、このオプションはユーザーに選択を求
めることが重要です。不要なアイコンが残ることにより、
デスクトップが不必要に乱雑になる可能性があります。

■ このオプションが選択された場合、プログラム	ショート
カットを	1	つだけ作成します。複数のプログラムで構成さ
れる製品の場合は、メイン プログラムへのショートカット
だけを作成します。

■ デスクトップ上に配置するのは、プログラムのショート
カットだけです。プログラム本体や、その他の種類のファ
イルを配置しないでください。

正しい例: 間違った例:

▲ 間違った例では、 
ショートカットではなく 
プログラムがデスクトップに 
コピーされています。

■ 切り詰められずに表示できるラベルを選択します。ユー
ザーに対して省略形を表示しないようにします。

正しい例: 間違った例:

▲ 間違った例では、プログラムの
ショートカットのラベルが 
長すぎて切り詰められています。
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■ "サムネイル ツール バー " は、特定のウィンドウのよく使
用するコマンドへのすばやいアクセスを提供します。サム
ネイル ツール バーは、タスク バー ボタンのサムネイルに
表示されます。

■ "オーバーレイ アイコン" は、プログラムのタスク バー ボ
タンのアイコン上で状態の変化を示します。

■ "進行状況バー " は、プログラムのタスク バー ボタン上で
時間がかかるタスクの進捗状況を示します。

■ "サブ ウィンドウのタスク バー ボタン" では、タスク バー 
ボタンのサムネイルを使用して、ウィンドウ タブ、プロジェ
クト ウィンドウ、マルチドキュメント インターフェイス 
(MDI) 子ウィンドウ、およびサブ ウィンドウに直接切り替
えることができます。

■ "固定タスク バー ボタン" では、プログラム ボタンをタス
ク バーに固定して、プログラムが実行されていなくてもプ
ログラムにすばやくアクセスできます。

技術的には、タスク バーの範囲は [スタート] ボタンから通知
領域までのバー全体に及びますが、一般的にタスク バーはタス
ク バー ボタンが含まれている領域のみを示します。複数のモ
ニター構成では、1 つのモニターにのみタスク バーが表示さ
れ、そのモニターが "既定のモニター " となります。

▲ Microsoft Windows タスク バー

■	 タスク	バー
タスク バーは、デスクトップに表示されるプログラムのアクセ
ス ポイントです。新しい Windows 7 タスク バーの機能を使
用すると、ユーザーはタスク バーから直接、コマンドを実行し
たり、リソースにアクセスしたり、プログラムの状態を確認す
ることができます。

"タスク バー " は、デスクトップに表示されるプログラムのア
クセス ポイントです。プログラムが最小化されている場合で
も、アクセス ポイントの役割を果たします。このようなプログ
ラムを、"デスクトップ プレゼンス" を持つといいます。タス
ク バーを使用すると、ユーザーは開いているメイン ウィンド
ウと特定のサブ ウィンドウをデスクトップ上に表示でき、これ
らのウィンドウの表示をすばやく切り替えることができます。

タスク バー上のコントロールは "タスク バー ボタン" と呼ば
れます。プログラムによってメイン ウィンドウ (または特定
の特徴を持つサブ ウィンドウ) が作成されると、Windows は
そのウィンドウのタスク バー ボタンを追加し、ウィンドウが
閉じられるとタスク バー ボタンを削除します。プログラムに
よっては、タスク バー ボタンに最小化する代わりに "デスク
バンド" に最小化する場合があります。これにより、ユーザー
はプログラムを最小化した状態で重要なコマンドにアクセス
できます。

Windows 7 用にデザインされたプログラムでは、以下の新し
いタスク バー ボタンの機能を活用できます。

■ "ジャンプ リスト" は、プログラムが現在実行されていな
くても、プログラムのタスク バー ボタンやスタート メ
ニューの項目からアクセスできるコンテキスト メニュー
を使用して、よく使用するアクセス先 (ファイル、フォル
ダー、リンクなど) やコマンドへのすばやいアクセスを提
供します。
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ガイドライン

タスク	バー	ボタン

■ 以下の種類のウィンドウをタスク	バーに表示します	
(Windows	7	の場合は、タスク	バー	ボタンのサムネイル
を使用します)。

メイン ウィンドウ (オーナーを持たないダイアログ 
ボックスを含みます) 

プロパティ シート 

モードレスな進行状況ダイアログ ボックス 

ウィザード 

■ Windows	7	の場合は、タスク	バー	ボタンのサムネイル
を使用して、以下の種類のウィンドウを起動元のメイン	
ウィンドウのタスク	バー	ボタンとグループ化します。プ
ログラムごとに (特に、各プログラムが別々のプログラム
と見なされている場合) タスク バー ボタンが 1 つ配置さ
れるようにします。

サブ ウィンドウ 

作業領域タブ 

プロジェクト ウィンドウ 

MDI 子ウィンドウ 

正しい例:

▲ この例では、サブ ウィンドウはメイン ウィンドウの 
タスク バー ボタンとグループ化されています。

間違った例:

▲ この例では、[コントロール パネル] は誤って  
[Windows エクスプローラー ] とグループ化されています。 
ユーザーは、これらのプログラムを別々のものとして見ています。

•

•
•
•

•
•
•
•

■ メイン	ウィンドウを元に戻した場合は、すべてのサブ	ウィ
ンドウも元に戻す必要があります。これは、サブ ウィンド
ウ固有のタスク バー ボタンがある場合にも該当します。
元に戻す場合は、サブ ウィンドウをメイン ウィンドウの前
面に表示します。

■ Windows	7	の場合、通常デスクトップ	プレゼンスを持つ
プログラムでは、状態を示すタスク	バー	ボタンを一時的に
表示できます。これは、プログラムが通常デスクトップ上
に表示され、ユーザーが頻繁にプログラムを操作する場合
に限ります。通常デスクトップ プレゼンスを持たずに実行
されるプログラムの場合は、常に表示されることがなくて
も、代わりに通知領域アイコンを使用するようにします。

間違った例:

▲ この例では、[Windows 同期センター ] は一時的な 
タスク バー ボタンを誤って使用し、状態を表示しています。 
この場合は、代わりに通知領域アイコンを使用する必要があります。
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アイコン

■ タスク	バー上で見栄えするプログラム	アイコンをデザイ
ンします。アイコンのデザインは、適切であることに加え、
プログラムの機能とブランドを反映させるようにします。
明確で特別なものにし、すべてのアイコンのサイズで適切
に表示されるようにします。完成するまで必要な時間を費
やします。Aero style のアイコンのガイドラインに従い
ます。

■ プログラムでオーバーレイ	アイコンを使用する場合は、
オーバーレイが適切に処理されるようにプログラムのベー
ス	アイコンをデザインします。オーバーレイ アイコンは
右下隅に表示されるので、この領域が隠れても影響がない
ようにアイコンをデザインします。

▲ この例では、プログラムのタスク バー ボタンのアイコンは、 
右下隅の領域で重要な情報を示していません。

■ プログラムのベース	アイコンにオーバーレイを使用しない
ようにします。これは、プログラムでオーバーレイ アイコ
ンを使用するかどうかに関係ありません。プログラムの
ベース アイコンにオーバーレイを使用すると、状態を伝え
ているのではないとわかったときに混乱を招きます。

間違った例:

▲ この例では、プログラムのベース アイコンは 
状態を示しているように見えます。

オーバーレイ	アイコン

■ オーバーレイ	アイコンは、有用で関連性の高い状態を示す
ためだけに使用します。オーバーレイ アイコンを表示する
とユーザーの作業を中断する可能性があることについて考
慮してください。そのため、状態の変化は、作業を中断す
る価値があるほどに重要である必要があります。

間違った例:

▲ これらの例では、オーバーレイ アイコンは 
作業を中断する価値があるほど重要ではありません。

■ オーバーレイ	アイコンは、一時的な状態を示すために使用
します。オーバーレイ アイコンは、頻繁に表示すると価値
がなくなるので、通常のプログラムの状態ではアイコンを
表示しないようにします。以下の状態になったときに、オー
バーレイ アイコンを削除します。

問題の発生を示すアイコン:	問題が解決したときにアイ
コンを削除します。

新しい何かを通知するアイコン:	ユーザーがプログラム
をアクティブ化したときにアイコンを削除します。

例外:	ユーザーが常にプログラムの状態を知る必要がある
場合は、継続的にオーバーレイ アイコンを表示できます。

▲ この例では、Windows Live™ Messenger で 
常にオーバーレイ アイコンを表示して、ユーザーが 
いつでも報告された在席状況を確認できるようにしています。

■ 問題が解決されたことを示すアイコンは表示しません。代
わりに、問題の発生を示していた以前のアイコンを削除し
ます。ユーザーは、通常、問題なくプログラムが実行され
るものと想定していることを前提としてください。

■ オーバーレイ	アイコンまたは通知領域アイコンのどちらか
を表示し、両方を表示しないようにします。プログラムで
は、下位互換性を保つために両方のメカニズムをサポート
できます。ただし、プログラムでオーバーレイ アイコンを
使用して状態を表示する場合は、通知領域アイコンを使用
して状態を表示しないようにします。

間違った例:

▲ この例では、新着メールのアイコンが重複して表示されています。

■ 状態の変化に注意を引くためにタスク	バー	ボタンを点滅
させないようにします。これは目障りです。ユーザーが自
分でオーバーレイ アイコンを見つけるようにします。

■ できる限り標準的なオーバーレイ	アイコンを使用して、状
態や状態の変化を示します。以下の標準的なオーバーレイ 
アイコンを使用します。

オーバーレイ 状態

警告

エラー

無効または切断

ブロックまたはオフライン

•

•
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■ カスタム	オーバーレイ	アイコンの場合、簡単に識別できる
デザインを選択します。高画質な、16 × 16 ピクセルのフ
ル カラー アイコンを使用します。正方形や長方形のアイ
コンよりも、特徴的な形をしたアイコンを使用するように
します。その他の Aero® style のアイコンのガイドライン
も適用します。

■ カスタム	オーバーレイ	アイコンのデザインをシンプルに
します。複雑な概念、一般的ではない概念、抽象的な概念
を伝えようとしないでください。適切なカスタム アイコン
が思いつかない場合は、可能であれば代わりに標準アイコ
ン、エラー アイコン、警告アイコンを使用します。これら
のアイコンを効果的に使用すると、さまざまな種類の状態
を伝えることができます。

■ 状態の変更は最小限にとどめます。オーバーレイ アイコン
は、目立ったり、頻繁に変化したり、注意を引くものになら
ないようにします。視界の隅で変更があっても目は敏感に
反応するため、状態の変更はわずかなものにとどめる必要
があります。

アイコンを頻繁に変更しないようにします。対象の状態
が頻繁に変化する場合は、アイコンには高レベルの状態
を反映するようにします。

間違った例:

▲ この例では、オーバーレイ アイコンが頻繁に変化し、 
必要以上にユーザーの注意を引いています。

アニメーションは使用しません。これは目障りです。

アイコンを点滅させないようにします。これは目障りで
す。緊急な対処が必要なイベントの場合は、代わりにダ
イアログ ボックスを使用します。それ以外で対処が必要
なイベントの場合は、通知を使用します。

タスク	バー	ボタンの点滅

■ すぐにユーザーの対応が必要なタスク	バー	ボタンの点滅
は控えめに使用して、進行中のタスクを継続して実行でき
るようにします。タスク バー ボタンが点滅している状態
ではユーザーは集中できなくなり、実行している操作を中
断して点滅を停止しようとします。入力フォーカスを移動
するよりもタスク バー ボタンを点滅させる方が適切です
が、タスク バー ボタンの点滅がわずらわしいことに変わり
はありません。ウィンドウを閉じる前にデータを保存する
必要があることをユーザーに示すなど、正当な理由で中断
が行われるようにします。非アクティブなプログラムでは、
すぐに対応する必要がほとんどないようにします。ユー
ザーに必要な操作が、プログラムをアクティブ化したり、
メッセージを読んだり、状態の変化を確認するだけの場合
は、タスク バー ボタンを点滅させないようにします。  

•

•
•

迅速な対応が必要ではない場合は、以下の代替手段を検討
します。

操作の成功通知を使用してタスクが完了したことを示し
ます。

何の動作も行わず、次回ユーザーがプログラムをアク
ティブ化し、問題に注意を向けるまで待ちます。多くの
場合、この方法が最適です。

■ 非アクティブなプログラムで迅速な対応が必要な場合は、
注意を引くためにタスク	バー	ボタンを点滅させて、強調表
示します。これ以外の動作は行いません。ウィンドウを元
のサイズに戻したり、アクティブ化したり、音を鳴らした
りしないでください。代わりに、ユーザーが選択したウィ
ンドウの状態を尊重し、準備が整ったときにユーザーが
ウィンドウをアクティブ化できるようにします。

■ タスク	バー	ボタンがあるサブ	ウィンドウの場合は、メイ
ン	ウィンドウのタスク	バー	ボタンの代わりにそのボタン
を点滅させます。これにより、直接ウィンドウにユーザー
の注意を向けることができます。

■ タスク	バー	ボタンがないサブ	ウィンドウの場合は、メイ
ン	ウィンドウのタスク	バー	ボタンを点滅させ、サブ	ウィ
ンドウをそのプログラムの他のウィンドウの最前面に表示
します。注意が必要なサブ ウィンドウは最前面に表示して、
ユーザーが確認できるようにします。

■ 一度に	1	つのウィンドウのタスク	バー	ボタンを	1	つだ
け点滅させます。複数のボタンの点滅は不必要で、目障り
です。

■ プログラムがアクティブになったときに、タスク	バー	ボタ
ンの強調表示を解除します。

■ プログラムがアクティブになったときに、明確な何らかの
操作を提示するようにします。通常、質問または操作を開
始するダイアログ ボックスを表示します。

クイック起動のショートカット

■ ユーザーがオプトインする場合のみクイック起動領域にプ
ログラム	ショートカットを配置します。クイック起動は 
Windows 7 から削除されたので、Windows 7 用にデザイ
ンされたプログラムでは、クイック起動領域にプログラム 
ショートカットを追加したり、そのようなオプションを提
供する必要はありません。

•

•
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ジャンプ	リスト

──	デザイン

■ ユーザーの日常的なタスクの目的を満たすように	ジャンプ	
リストをデザインします。以下の点に留意します。

プログラムの目的。ユーザーが次に行う可能性が最も高
い操作について考えます。ドキュメント作成プログラム
の場合、ユーザーは最近使ったドキュメントに戻る傾向
にあります。既存のコンテンツを表示するプログラムの
場合、ユーザーはよく使用するリソースにアクセスする
ことが考えられます。その他のプログラムの場合、ユー
ザーは新着メッセージを読む、新しいビデオを見る、次
回の会議を確認するなど、以前実行したことのないタス
クを実行する傾向にあります。

ユーザーが最も関心のある内容。ユーザーがその他の手
段の代わりに ジャンプ リスト を使用する理由について
考えます。たとえば、一般的にユーザーは重要と明確に
認識しているアクセス先 (ユーザーがリンク バーやお気
に入りに配置したり、入力した Web アドレス) に関心が
あります。ユーザーは間接的、またはほとんど労力をか
けずに取得したアクセス先 (リダイレクト、またはリン
クをクリックしてアクセスした Web アドレス) につい
ては関心が低くなります。

正しい例:

間違った例:

▲ 間違った例では、ジャンプ リスト にはユーザーにとって 
関心のなさそうなアクセス先が多く含まれています。

•

•

■ 過度にアクセス先を細分化しないようにします。アクセス
先の範囲を過度に狭めて特定すると冗長になり、同じ場所
にアクセスするのに複数の方法が存在するようになりま
す。たとえば、個々の Web ページを一覧にする代わりに、
最上位のホーム ページを一覧にします。曲を一覧にする代
わりに、アルバムを一覧にします。

正しい例:

間違った例:

▲ 間違った例では、ジャンプ リスト で一覧表示されている曲は  
1 つのアルバムに収まります。
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──	グループ化

■ 少くとも	1	つ、多くて	3	つのグループを使用します。ラベ
ルでその目的を示すために	ジャンプ	リスト	の項目を常に
グループ化します。グループが 4 つ以上あると項目を見つ
けにくくなります。

■ 適切な場合は、以下の標準的なグループ名を使用します。標
準的なグループ名の方がユーザーは理解しやすくなります。

最近使ったもの
よく使うもの 

コマンドにはタスク グループ名が付けられます。これは 
Windows によって割り当てられ、変更はできません。

正しい例:

間違った例:

▲ [最近使ったもの] の方が馴染みがあるのでグループ名に適しています。
履歴と最近使ったものを微妙に使い分けても意味はありません。

■ 必要でない場合は、利用できる	ジャンプ	リスト	のスロッ
トをすべて使用しないようにします。ジャンプ リスト の
コンテンツの重点を最も有用な項目に置きます。プログラ
ムに有用な項目が 3 つしかない場合は 3 つだけ表示しま
す。ジャンプ リスト の項目が多いほど、特定の項目を見つ
ける手間が必要になります。

▲ この例では、付箋のアクセサリに ジャンプ リスト のコマンドが  
1 つ表示されています。これは 1 つのコマンドで十分だからです。

■ ジャンプ	リスト	の項目をユーザーにわかりやすくする必
要がある場合のみ、ツールヒントを表示します。不必要で
わずらわしくなるので、重複したツールヒントの使用は避
けます。

間違った例:

▲ この例では、ジャンプ リスト のツールヒントが重複しています。

──	ジャンプ	リスト	の機能とプログラムの機能

■ アクセス先やコマンドを使用できる	UI	を	ジャンプ	リス
ト	に限定しないようにします。プログラム自体から直接同
じアクセス先やコマンドを使用できるようにします。

■ 一貫性のあるアクセス先とコマンド	ラベルの名前を使用し
ます。ジャンプ リスト の項目は、プログラムから直接アク
セスする同等の項目と同じラベルを付けるようにします。

■ プログラムが実行されていなくても、プログラムからア
クセス先とコマンドを処理できるようにします。これは、
一貫性、信頼性、利便性を兼ね備えた操作性のために必要
です。
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──	コマンド

■ プログラムの実行状態、現在のドキュメント、または現在
のユーザーに関係なく、固定のコマンドのセットを使用し
ます。特定のウィンドウまたはドキュメントではなく、プ
ログラム全体にコマンドが適用されるようにします。これ
は、一貫性、信頼性、利便性を兼ね備えた操作性のために必
要です。コマンドは削除または無効にしません。

例外:	以下の場合に、コマンドを代用したり、削除できます。

相互に排他的なコマンドのセットが 1 つのコマンド ス
ロットを共有している。ただし、1 つのコマンドが常に
適用される場合に限ります。

特定の機能が使用されるまでコマンド が適用されない。
ただし、それ以外でコマンドが常に適用される場合に限
ります。

間違った例:

▲ この例では、[印刷] は、現在のドキュメントに応じて実行されるので、
ジャンプ リスト のコマンドに適していません。

正しい例:

▲ この例では、サインインおよびサインアウトは相互に排他的な 
コマンドです。また、区切り記号を使用して、関連するコマンドを 
グループ化します。

•

•

■ 適切な場合は、以下の標準的なコマンド	ラベルを使用しま
す。標準的なコマンド ラベルの方がユーザーは簡単に理解
できます。

サインイン/サインアウト
新規 <オブジェクト名>
<オブジェクト名> を再生
<特定のオブジェクト名> に移動
開始
同期 

■ コマンドを論理的な順序で提示します。一般的な順序には、
使用頻度や使用順序があります。関連性の高いコマンドを
並べて配置します。必要に応じて、タスク グループ内の関
連するコマンドのグループ間には区切り記号を配置します。

■ プログラムを開いたり閉じたりするためのコマンドは提供
しません。これらのコマンドはすべての ジャンプ リスト 
に組み込まれています。

──	コマンド	アイコン

■ タスク	グループ内にコマンド	アイコンを配置するのは、
ユーザーがコマンドを簡単に理解、識別、区別できる場合
に限ります。特に、プログラム内で使用されるコマンドに
対して確立されたアイコンがある場合に限ります。

例外:	プログラムにおいて、アクセス先とコマンドの両方
を使用し、アクセス先だけ常にアイコンが表示されていて
不自然に見える場合は、すべてのコマンドにアイコンを表
示することを検討します。

間違った例:

▲ この例では、Internet Explorer® ですべてのコマンドにアイコンを 
表示して、不自然な外観にならないようにしています。
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──	アクセス先

■ 現在のユーザーに特有のアクセス先のセットを表示しま
す。アクセス先は動的にする必要がありますが、プログラ
ムの実行状態や現在のドキュメントに影響されないように
します。前述したように、アクセス先はプログラムの目的
に合致し、ユーザーが最も関心があり、具体性の度合いが
適切なものにします。

■ 適切な場合は、"自動"	のアクセス先の一覧を使用します。
自動アクセス先は Windows によって管理されますが、プ
ログラムは渡された特定のアクセス先を制御します。

ドキュメント作成プログラムでは、ユーザーが最近使用
したアクセス先を表示する [最近使ったもの] を使用す
ることを検討します。

▲ この例では、Windows のメモ帳は [最近使ったもの] の 
アクセス先を使用しています。

既存のコンテンツを示すプログラムでは、ユーザーが頻
繁に使用する項目に戻る傾向にある [よく使うもの] を
使用することを検討します。[よく使うもの] のアクセス
先は、最もよく使用する項目を先頭にして、使用頻度順
に並べられます。

▲ この例では、Windows エクスプローラーは [よく使うもの] の 
アクセス先を使用しています。

•

•

[最近使ったもの] を使用すると無意味なアクセス先が多
くなる場合は [よく使うもの] を使用します。ユーザー
が多数の異なるアクセス先に移動して、使用したアクセ
ス先にほとんど戻ってこない場合は、[よく使うもの] の
一覧の方が一貫性があり適切です。

間違った例:

▲ Windows Internet Explorer で、[最近使ったもの] を使用すると 
無意味なアクセス先が多くなります。

[最近使ったもの] と [よく使うもの] の選択が同じくらい
適切な場合は、[最近使ったもの] を使用します。この手段
の方がユーザーは理解しやすく、予測できるからです。

[最近使ったもの] を使用し、[もの] メニューで [最近
使ったもの] に相当する項目がある場合は、同じ順序で
同じ内容が一覧表示されるようにします。ユーザーに対
して、これらは同じ一覧であるように表示する必要があ
ります。

•

•

•
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■ 必要に応じて、カスタム	アクセス先の一覧を使用します。
プログラムでカスタム アクセス先の一覧の内容および並べ
替え順を完全に制御できるので、あらゆる要素で一覧を基
準にすることができます。

適切な場合は、[最近使ったもの] または [よく使うもの] 
のカスタム バージョンを作成します。ただし、自動管理
はプログラムで効果を発揮しません。たとえば、プログ
ラムでファイルを開くコマンドだけでなく、さまざまな
要素の履歴を残す必要がある場合があります。この場合、
同じ名前 ([最近使ったもの] または [よく使うもの]) と
並べ替えを使用します。ユーザーにはその違いがわから
ないからです。

または、別の種類のアクセス先を使用して、ユーザーの
目的に適切に合わせます。多くの場合、これらの一覧に
よって、新着メッセージを読む、新しいビデオを見る、次
回の会議を確認するなど、ユーザーが以前に実行したこ
とのないタスクを簡単に実行できます。

▲ この例では、Windows Media® Center はユーザーが 
まだ見ていない最近録画した番組を一覧表示しています。

ユーザーが思い描く一覧のメンタル モデルに対応した並
べ替えを選択します。たとえば、作業スタイルの一覧で
は、次に行う作業を先頭に一覧表示します。明確なメン
タル モデルがない場合は、アクセス先の一覧をアルファ
ベット順に並べます。

•

•

•

■ 同じデータを異なるビューで表示する複数のアクセス先の
一覧は使用しません。代わりに、複数のアクセス先の一覧
には、大部分が異なるデータを表示して別々のシナリオを
サポートする必要があります。たとえば、[最近使ったもの] 
の一覧と [よく使うもの] の一覧の両方ではなく、どちらか
を提供できます。そうすると、重複する項目がある場合は
無駄に見えますが、重複する項目を削除すると混乱を招き
ます。

間違った例:

▲ この例では、同じアクセス先を異なるビューで表示して無駄に見えます。

正しい例:

▲ この例では、アクセス先の一覧は異なるタスクに対して 
異なるデータを表示しています。

■ プログラムにおいて、プライバシーを保護するためにデー
タを消去するコマンドがある場合は、アクセス先の一覧も
消去します。アクセス先の一覧には機密データが含まれて
いる可能性があります。
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サムネイル	ツール	バー

──	対話操作

■ サムネイル表示のウィンドウに適用される最も重要でよく
使用するコマンドを最大	7	つ表示します。できる限り多く
のコマンドを表示する必要があると考えないでください。
プログラムにおいて、重要でよく使用するコマンドが 3 つ
しかない場合は、3 つのみ表示します。

間違った例:

▲ この例では、サムネイル ツール バーに重要でないコマンドがあります。

■ 直接的で即応性が高いコマンドを使用します。これらのコ
マンドには、即時型の効果が必要です。コマンドをクリッ
クして追加の入力が必要なドロップダウン メニューやダイ
アログ ボックスを表示しないようにします。

間違った例:

▲ サムネイル ツール バーのコマンドには即時型の効果が必要です。

■ 現在のコンテキストに適用されないコマンド、または直接
エラーを引き起こすコマンドを無効にします。そのような
コマンドは非表示にしないでください。そうすることによ
り、ツール バーの提示に一貫性がなくなります。

■ ユーザーが結果を確認したり、すぐに別のコマンドをク
リックする可能性が高い場合、ユーザーがコマンドをク
リックしたときにサムネイルを閉じないでください。他の
ウィンドウを表示するコマンドを使用するなど、ユーザー
の操作が当面終了していることを示すコマンドのサムネイ
ルを削除します。

▲ この例では、Windows Media Player で [次へ] をクリックすると 
継続してサムネイルを表示します。ユーザーは他のコマンドを 
指定する可能性があるからです。

▲ この例では、Windows Live Messenger で [チャット] をクリックする
とサムネイルを閉じます。ユーザーはメッセージを送信する可能性が 
最も高いからです。
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──	提示方法

■ サムネイル	ツール	バーのアイコンが	Aero	style	のアイ
コンのガイドラインに準拠するようにします。コマンドご
とに、高画質の 16 × 16、20 × 20、24 × 24 ピクセルの
フル カラー アイコンを表示します。大きいサイズのバー
ジョンは高 dpi 表示モードで使われます。

■ 通常の状態やポイントしたときの状態で、ツール	バーの背
景色に対して、アイコンがはっきりと表示されるようにし
ます。常に、コンテキスト モードおよびハイコントラスト 
モードでアイコンを評価します。

■ 効果を明確に伝えるコマンド	アイコン	デザインを選択し
ます。優れたデザインのコマンド アイコンは内容が一目で
わかり、ユーザーは効率的にコマンドを見つけて理解する
ことができます。

■ 認識しやすく、区別できるアイコンを選択します。アイコ
ンには特徴のある形や色を設定します。そうすることで、
ユーザーがアイコンのシンボルを記憶していなくても簡
単にコマンドを見つけることができます。一度使用した
後は、コマンドを区別するためにツールヒントに頼らずに
済みます。

■ ツールヒントを使用して各コマンドにラベルを付けます。
優れたツールヒントは、ラベルのないコントロールをポイ
ントしたときにラベルを表示します。

進行状況バー

■ 一般的な進行状況バーのガイドラインに従います。これに
は、バーの進行を再開または後退させたりしないことや問
題の発生を示す場合は赤色の進行状況バーを使用すること
などが含まれます。

■ 不確定型の進行状況バーは使用しないようにします。不確
定型の進行状況バーは進行状況ではなく、動作状況を示し
ます。不確定型の進行状況バーは、ユーザーが動作状況を
通常の状態と考えていないまれな状況で使用します。

デスクバンド
注:	デスクバンドは、Windows 7 では推奨されなくなりまし
た。代わりに、タスク バー ボタンとサムネイル ツール バーを
組み合わせて使用します。プログラムでは、下位互換性を保つ
ために両方のメカニズムをサポートできます。

■ ユーザーがオプトインする場合のみデスクバンドを表示し
ます。プログラムのセットアップおよびプロパティでデス
クバンドの表示オプションを提示しますが、このオプショ
ンは既定で無効にする必要があります。

■ デスクバンドはコンパクトかつシンプルに保ちます。ほと
んどのシナリオで大半のユーザーがアクセスしないデスク
バンド ウィンドウに直接機能を追加しないでください。た
だし、あまり一般的に使用されない機能にアクセスするメ
ニューは使用できます。

■ デスクバンドに最小化されるプログラムをタスク	バーに表
示しないようにします。タスク バー ボタンとデスクバン
ドの両方ではなく、どちらかに最小化します。

■ デスクバンドで画面領域を横向きと縦向きの両方で効率的
に使用できるようにします。これには、通常、向きに特有
のレイアウトが必要です。

正しい例:

間違った例:

▲ 間違った例では、デスクバンドは常に同じレイアウトを使用している 
ので、縦向きの状態で非効率な画面領域を使用しています。
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■ "ギャラリー " は、グラフィカルに提示されるコマンドまた
はオプションの一覧です。結果ベースのギャラリーでは、
コマンドそのものではなく、コマンドまたはオプションの
効果が示されます。リボン内ギャラリーは、ポップアップ 
ウィンドウとは対照的にリボン内に表示されます。

■ "拡張ツールヒント" は、関連付けられたコマンドを簡潔に
説明し、ショートカット キーを提供します。また、拡張ツー
ルヒントにはグラフィックやヘルプへの参照が含まれてい
る場合があります。拡張ツールヒントを使用すると、コマ
ンドに関連するヘルプを参照する必要が少なくなります。

■ "ダイアログ ボックス起動ツール" は、特定のグループの下
部にあるボタンで、グループに関連する機能が含まれてい
るダイアログ ボックスを開きます。

ガイドライン

全般

■ リボンをウィンドウ内でメニュー	バーおよびツール	バー
と組み合わせないようにします。リボンはメニュー バーお
よびツール バーの代わりに使用する必要があります。ただ
し、パレット ウィンドウや、[進む] ボタンおよび [戻る] 
ボタン、アドレス バーなどのナビゲーション要素とリボン
を組み合わせることができます。

■ 常に、リボンをアプリケーション	ボタンおよびクイック	ア
クセス	ツール	バーと組み合わせます。

■ プログラム起動時に左端のタブ	(通常は	[ホーム]	タブ)	を
選択します。最後に選択したタブをプログラム インスタン
ス間で保持しないでください。

■	 リボン
リボンは、最新のユーザー インターフェイスです。クリックの
回数を最小限に抑え、試行錯誤の操作を減らし、ヘルプを参照
することなく、ユーザーが効率的に直接コマンドを見つけ、理
解し、使用できるようにします。

"リボン" とは、プログラムの機能をウィンドウ上部にある一連
のタブに整理するコマンド バーです。リボンを使用すると、機
能を見つけやすくなり、プログラム全体をすぐに習得でき、プ
ログラムの操作方法を把握しやすくなります。リボンは従来の
メニュー バーとツール バーの代わりに使用できます。

リボン タブは、ラベル付けされた、密接に関連するコマンド 
セットから成るグループで構成されています。タブとグループ
に加えて、リボンには以下の要素が含まれます。

■ "アプリケーション ボタン" は、ファイル関連コマンドな
ど、ドキュメントや作業領域に対して何らかの操作を行う
コマンドのメニューを提示します。

■ "クイック アクセス ツール バー " は、よく使用するコマン
ドを表示する小さくてカスタマイズ可能なツール バーです。

■ "コア タブ" は、常に表示されているタブです。

■ "コンテキスト タブ" は、特定のオブジェクトの種類が選択
されたときのみ表示されます。常に表示されているタブは、
"コア タブ" と呼ばれます。

■ "タブ セット" は、オブジェクトの種類別のコンテキスト 
タブの集まりです。オブジェクトには複数の種類がある (た
とえば、画像付きの表内のヘッダーは 3 種類) ので、一度
に複数のコンテキスト タブ セットが表示されることがあ
ります。

■ "モーダル タブ" は、印刷プレビューなど特定の一時的な
モードで表示されるコア タブです。

▲ 一般的なリボン
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7	つの重要な点	

1.	プログラムの種類に適したコマンド ソリューションを選択
します。リボンを使用する場合は、プログラムの操作を簡
単にし、効率を高め、使いやすくなるようにして、逆効果に
ならないようにします。リボンの使用が適切でない場合は、
代わりにリッチ コマンドの使用を検討します。

2.	効率的なリボンを簡単に作成できるとは考えないでくださ
い。リボンの作成は、既存のメニュー バーとツール バーを
単純に移植するだけではありません。また、リボンを使用
すれば良いプログラムができて当然とも考えないでくださ
い。コマンドの再デザインに必要な時間と労力を注ぐ意思
があるかどうかは、リボンの使用が適切かどうかを判断す
る重要な要素になります。

3.	コマンドを見つけやすくします。配置されているコマンド
と、説明的なラベルを付けたタブが明確で一意に対応して
いるタブのデザインを選択します。必要なコマンドが配置
されているタブを、すばやく、迷わずに判断できて、間違っ
たタブを選択することがほとんどないようにする必要があ
ります。

4.	効果が一目でわかるコマンドにします。ユーザーがコマン
ドのラベル、アイコン、ツールヒント、プレビューからコマ
ンドの効果を理解できるようにする必要があります。ユー
ザーがコマンドのしくみについて知るために試行錯誤した
り、ヘルプのトピックを参照することがないようにします。

5.	効率的なコマンドにするには、以下の点に留意します。

ユーザーが [ホーム] タブでほとんどの作業を行えるよ
うにする。

ユーザーが一般的なタスクを実行している間はタブを変
更する必要がないようにする。

ウィンドウが最大化され、ユーザーが正しいタブを選択
している場合、最もよく使用するコマンドが一番視覚的
に強調され、1 回のクリックでコマンドを呼び出せるよ
うにする。ユーザーがタブ上にあるその他のすべてのコ
マンドを多くても 4 回のクリックで実行できるように
する。

ユーザーがダイアログ ボックスを開いてコマンドを入力
したり、一般的なタスクの属性を変更することがないよ
うにする。

6.	ユーザーがコマンドやオプションを迷わずに選択できるよ
うにし、試行錯誤する必要性を最小限に抑えます。適切な
場合は常に、結果指向のコマンドを使用します。多くの場
合、ギャラリーおよびリアルタイムのプレビュー形式を使
用します。

7.	最大のウィンドウ サイズから最小のウィンドウ サイズま
で、リボンが適切に拡大縮小されることを確認します。

•

•

•

•

■ プログラムの初回起動時にリボンを通常の状態	(最小化さ
れていない状態)	で表示します。ユーザーは既定の設定を
変更しないことが多いので、プログラム起動時にリボンが
最小化されていると、すべてのコマンドに対する効率が下
がる可能性があります。また、リボンを最初に最小化して
表示すると、ユーザーの混乱を招きます。

■ リボンの状態をプログラム	インスタンス間で保持します。
たとえば、ユーザーがリボンを最小化した場合、次回プロ
グラムが実行されるときにリボンを最小化した状態で表示
する必要があります。ただし、繰り返しになりますが、最
後に選択したタブをこのように保持しないでください。

タブ

■ 実用的である場合は常に、標準的なタブを使用するように
します。標準的なタブを使用すると、特に複数のプログラ
ムを使用するときに見つけやすさが大幅に向上します。後
の「標準的なリボン タブ」を参照してください。

■ 適切な場合は、最初のタブを	[ホーム]	とラベル付けしま
す。[ホーム] タブには最もよく使用されるコマンドが含ま
れている必要があります。よく使用されるコマンドがあり、
他のどのタブにも該当しない場合は、[ホーム] タブが最適
な配置場所になります。

■ 以下の場合、新しいタブを追加します。

コマンドが特定のタスクと密接に関連していて、タブの
ラベルで正確に説明できる。タブを追加することで、コ
マンドを見つけにくくするのではなく、見つけやすくす
る必要があります。

コマンドがその他のタブのタスクとほとんど関連してい
ない。タブを追加することで、一般的なタスクを実行し
ているときに必要以上にタブを切り替えることがないよ
うにします。

表示する別の場所を追加する必要があるほど、タブに含
まれるコマンドが多い。コマンドの数が少ないタブを追
加しないでください。次の場合は例外です。

コマンドが特定のタスクと密接に関連していて、タブ
を追加することで、複雑になりすぎた [ホーム] タブが
大幅に簡素化される場合は、配置するコマンドの数が
少なくてもタブを追加することを検討します。

一般的に、タブの数は少ないほど良いので、上記の目的を
実現するうえで役に立たないタブは削除します。

■ 残りのタブについては、タブ間の論理的な順番を維持した
うえで、最もよく使用されるタブを最初に配置します。

•

•

•

•
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■ ユーザーがすばやく、迷わずにコマンドを見つけることが
できるようにタブのデザインを最適化します。その他の考
慮事項はすべて補助的なものです。

■ [ヘルプ]	タブを配置しないようにします。その代わりに、
プログラム全体のヘルプと拡張ツールヒントを使用してア
シスタンスを提供します。

■ 使用するコア	タブは最大	7	つにします。コア タブが 8 つ
以上あると、どのタブにどのコマンドがあるかを判断しに
くくなります。コマンドが多いアプリケーションの場合、
コア タブが 7 つあっても問題ありませんが、ほとんどのプ
ログラムでは、タブの数を 4 つ以下に収めることを目標に
する必要があります。

コンテキスト	タブ

■ ユーザーが特定のオブジェクトの種類を選択したときの
み、関連するコマンドのコレクションを表示するには、コ
ンテキスト	タブを使用します。数が少なく、よく使用する
コマンドの場合は通常のタブを使用し、適用されない場合
はコマンドを無効にすると、便利で一貫性が得られます。

▲ [切り取り] や [コピー ] などの一般的なコマンドは、 
コンテキスト タブを使用するのではなく無効にするようにします。

■ 特定のオブジェクトの種類に特有のコマンドのみを含めま
す。オブジェクトを選択してからでなくても使用できるコ
マンドの場合は、コンテキスト タブ上だけにコマンドを配
置しないでください。

■ 特定の種類のオブジェクトでの作業によく使用されるコマ
ンドを含めます。よく使用する一般的なコンテキスト依存
コマンドをコンテキスト メニューおよびミニ ツール バー
に配置して、一般的なタスクを実行している間はタブの切
り替えを避けるようにします。また、一般的なコマンドを
重複してコンテキスト タブに配置したときに、頻繁なタブ
の切り替えを避けることができる場合は、そのようにしま
す。ただし、過度なコマンドの追加は推奨しません。ユー
ザーがオブジェクトで作業しているときに必要なコマンド
をすべて含めることはしないでください。

▲ この例では、[罫線] コマンドは [デザイン] タブに含まれており、 
一般的なタスクを実行している間は頻繁にタブを切り替える必要が 
ありません。

■ 現在表示されているコンテキスト	タブとは異なるコンテキ
スト	タブの色を選択します。これを実現するために、同じ
タブ セットを後で別の色を使用して表示できます。ただし、
可能な限り、呼び出すたびに一貫した色の割り当てを使用
します。

■ 以下の場合は、コンテキスト タブを自動的に選択します。

ユーザーがオブジェクトを挿入した場合。この場合は、
セットの最初のコンテキスト タブを選択します。

ユーザーがオブジェクトをダブルクリックした場合。
この場合は、セットの最初のコンテキスト タブを選択
します。

ユーザーがコンテキスト	タブを選択し、オブジェクトを
クリックして解除してからすぐに同じ種類のオブジェク
トをクリックした場合。この場合は、前回選択されたコ
ンテキスト タブに戻ります。

こうすることによってタブを見つけやすくなり、表示の一
貫性が保たれ、タブを切り替える必要が少なくなります。
ただし、その他の状況では、コンテキスト タブを自動的に
選択せずにユーザーに操作を任せます。

■ アクティブなタブであるコンテキスト	タブを削除する場合
は、[ホーム]	タブまたは最初のタブをアクティブなタブに
します。こうすると、最も表示の一貫性が保たれます。

•

•

•
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モーダル	タブ

■ 特定の	"一時的な"	モードを適用したコマンドのコレク
ションを表示し、コア	タブを適用しないようにするには、
モーダル	タブを使用します。コア タブの一部を適用する
場合は、代わりにコンテキスト タブを使用し、適用されな
いコマンドを無効にします。モーダル タブは限定的なので、
他に良い手段がない場合のみ使用するようにします。

▲ 印刷プレビューは一般的に使用されるモーダル タブです。

■ モーダル	タブを閉じるために、タブ上の最後のコマンドと
して	[<モード>	を閉じる]	コマンドを配置します。[閉じ
る] アイコンを使用して、コマンドを見つけやすくします。
閉じる対象について混乱が生じないように、コマンドに
モードを適用します。

▲ この例では、[閉じる] コマンドをモードで明示的に 
ラベル付けしているので、閉じる対象は明らかです。

■ モーダル	タブを閉じるために、ウィンドウのタイトル	バー
上の	[閉じる]	ボタンを、プログラムではなくモードを閉じ
るように再定義します。ユーザー テストによって、多くの
ユーザーがこの操作を想定していることがわかりました。

標準的なリボン	タブ
実用的である場合は常に、プログラムのコマンドをこれらの標
準的なタブに対応させ、標準的な表示順序で配置するようにし
ます。

──	通常のタブ

■ ホーム。最もよく使用されるコマンドが含まれています。
使用する場合は常に最初のタブとなります。

■ 挿入。コンテンツおよびオブジェクトをドキュメントに挿
入するコマンドが含まれています。使用する場合は常に 2 
番目のタブとなります。

■ ページ	レイアウト。テーマ、ページ設定、ページの背景、
インデント、間隔、配置など、ページ レイアウトに影響す
るコマンドが含まれています。領域にゆとりがある場合は、
インデント グループと間隔グループを [ホーム] タブに配
置することもできます。使用する場合は常に 3 番目のタブ
となります。

■ 校閲。コメントの挿入、変更履歴の記録、およびバージョ
ンの比較を実行するコマンドが含まれています。

■ 表示。表示モード、オプションの表示/非表示、ズーム、ウィ
ンドウの管理、マクロなど、ドキュメントの表示に影響す
るコマンド (従来の [ウィンドウ] メニューのカテゴリにあ
るコマンド) が含まれています。使用する場合は、[開発] 
タブを表示しない限り、通常のタブの最後に表示します。

■ 開発。開発者のみが使用するコマンドが含まれています。
使用する場合は、既定で非表示にし、表示する場合は通常
のタブの最後になります。

ほとんどのプログラムでは、[校閲] タブおよび [開発] タブは
必要ありません。

──	コンテキスト	タブ

■ 書式設定。選択したオブジェクトの種類の書式設定の変更
に関するコマンドが含まれています。通常、オブジェクト
の部分に適用されます。

■ デザイン。選択したオブジェクトの種類にスタイルを適用
するコマンド (多くの場合はギャラリー内) が含まれてい
ます。通常、オブジェクト全体に適用されます。

■ レイアウト。表やグラフなど、複雑なオブジェクトの構造
を変更するコマンドが含まれています。

書式設定、デザイン、レイアウトに関するコンテキスト依存コ
マンドがあり、複数のタブが必要になるほどコマンドの数が多
くない場合は、[書式設定] タブに配置します。

グループ

■ 実用的である場合は常に、標準的なグループを使用するよ
うにします。コマンドを同じ名前で同じような場所に表示
すると、見つけやすさが大幅に向上します。後の「標準的
なリボン グループ」を参照してください。

■ 以下の場合、新しいグループを追加します。

コマンドが密接に関連していて、グループのラベルで正
確に説明できる。グループを追加することで、コマンド
を見つけにくくするのではなく、見つけやすくする必要
があります。

コマンドとその他のグループのコマンドとの関連性が低
い。1 つのタブのコマンドはすべて密接に関連している
必要がありますが、一部のコマンドの関連性は他よりも
密接です。

表示する別の場所を追加する必要があるほど、グループ
に含まれるコマンドが多い。グループのコマンドの数を
通常は 3 〜 5 つに収めることを目標にします。コマン
ドが 1 つまたは 2 つのみのグループを配置することは
避けます。ただし、グループ内にその他のコマンドがな
いリボン内ギャラリーを配置するのは問題ありません。
コマンドが 1 つだけ含まれているグループを多く配置す

•

•

•
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ると、過剰な構造になったり、コマンドの結びつきがな
くなったりします。

不必要にグループを追加して構成が過剰にならないように
します。

■ 以下の場合、グループを分割することを検討します。

ラベルを追加すると大きなメリットが得られるコマンド
がグループにある場合。たとえば、コマンドの明確化が
必要な場合や、ラベルでテキストが繰り返されている場
合はグループを分割します。

正しい例:

より良い例:

▲ より良い例では、ラベルを追加することでグループのコマンドが 
わかりやすくなり、個別の長いグループ名よりも、1 つの短い 
グループ名の方が適しています。

グループにさまざまなサイズのコマンドが多数あり、整
理が必要な場合。

▲ この例では、さまざまなサイズのコマンドが多数あります。

グループをほぼ均一な 2 〜 3 個のグループに分割でき
る場合。

個別のグループを使用するよりも分割グループを使用す
ると内容がわかりやすくなる、または、不自然さが軽減
される場合。

■ 最もよく使用するグループを一番目立つ場所に配置し、論
理的な順序でグループがタブ全体に配置されていることを
確認します。

■ ユーザーがすばやく、迷わずにコマンドを見つけることが
できるようにグループのデザインを最適化します。その他
の考慮事項はすべて補助的なものです。

■ 1	つのボタンのみが含まれているグループをポップアップ	
グループ	アイコンに縮小しないようにします。縮小する場
合は、1 つのボタンとして残します。

•

•

•

•

■ 使用するグループは最大	7	つにします。グループが 8 つ
以上あると、どのタブにどのコマンドがあるかを判断しに
くくなります。

グループ ラベルのガイドラインについては、「グループ ラベル」
を参照してください。

標準的なリボン	グループ
実用的である場合は常に、プログラムのコマンドをこれらの標
準的なグループに対応させ、標準的な表示順序で関連するタブ
内に配置するようにします。

──	[メイン]	タブ

■ クリップボード 

■ フォント 

■ 段落 

■ 編集 

──	[挿入]	タブ

■ 表 

■ 図 

──	[ページ	レイアウト]	タブ

■ テーマ 

■ ページ設定 

■ 配置 

──	[校閲]	タブ

■ 文章校正 

■ コメント 

──	[表示]	タブ

■ 文書の表示 

■ 表示/非表示 

■ ズーム 

■ ウィンドウ 
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コマンド

──	全般

■ よく使用するコマンドをすべて表示して、リボンの持つ見
つけやすさと拡張性を活用します。適切な場合は、よく使
用するコマンド (特に見つけにくいコマンド) をダイアロ
グ ボックスからリボンに移動します。理想的には、ユーザー
がダイアログ ボックスを使用しなくても一般的なタスクを
実行できるようにします。

▲ この例では、行番号の設定はこれまでプロパティ シートに埋もれていま
した。この設定をリボンに配置することで、見つけやすくなっています。

■ リボンの拡張性を利用することで不必要に複雑な構成にす
ることは避けます。常に控えめを心がけます。できるから
という理由だけでコマンドをリボンに追加しないでくださ
い。コマンド全体の操作性をシンプルに保ちます。提示を
簡素化する方法を次に示します。

インプレース	コマンドやコンテキスト依存コマンドには、コ
ンテキスト	メニューおよびミニ	ツール	バーを使用します。

▲ この例では、コンテキスト メニューおよびミニ ツール バーは 
コンテキスト依存コマンドをインプレースで表示しています。

ほとんど使用しないコマンドはダイアログ	ボックスに移
動	(保持)	します。これらのコマンドにアクセスするに
は、ダイアログ ボックス起動ツールを使用します。ダイ
アログ ボックスはリボンでも使用できます。一般的なタ
スクを実行している間は、ダイアログ ボックスを使用す
る必要が少なくなるようにしてください。

重複し、ほとんど使用しない機能を削除します。

•

•

•

──	提示方法

■ 各コマンドを	1	つのタブだけに提示します。複数の方法で
同じコマンドにアクセスすることは避けます。特に、コマ
ンドを呼び出すために何度もクリックする必要がある場合
は注意します。複数の方法があると、コマンドを見つける
のに便利だと感じます。しかし、ユーザーは必要なコマン
ドが見つかったらそれ以上は探さないことに注意してくだ
さい。一般的にユーザーは、最初に見つけた方法が唯一の
方法であると考えます。これは、方法が非効率的な場合、
深刻な問題になります。

例外:	コンテキスト タブでは、[ホーム] タブおよび [挿入] 
タブのコマンドのいくつかを重複して使用することができ
ます。ただし、一般的なコンテキスト タスクでタブを変更
する必要がなくなる場合に限ります。

■ グループ内では、よく使用されるコマンドを優先的に配置
したうえで、コマンドを論理的な順序で配置します。全体
的に、コマンドは見つけやすいように論理的な流れに沿っ
て配置する必要があります。最もよく使用されるコマンド
は最初に表示します。一般的に、32 × 32 ピクセル アイコ
ンのコマンドを 16 × 16 ピクセル アイコンのコマンドの
前に表示して、各グループを探しやすくします。

■ リスクのあるコマンドを使用頻度の高いコマンドの隣に配
置しないようにします。効果が広範囲に及び、簡単に戻せ
なかったり、すぐにその効果に気付かない場合、コマンド
はリスクのあるものと見なされます。

■ 相互に排他的なオプションのセットなど、密接に関連する
コマンドを示す場合は、区切り記号を使用します。

■ 密接に関連しており、よく知られていてラベルを必要とし
ないコマンドのセットには、ツール	バー	スタイルのグルー
プを使用することを検討します。こうすることで、見つけ
やすさや習得のしやすさに影響することなく、多くのコマ
ンドをコンパクトな領域に提示できます。よく知られてい
るコマンドは使用頻度が高く、すぐに認識できるので、[ホー
ム] タブに配置される傾向にあります。

▲ この例では、密接に関連しており、よく知られているコマンドに 
ツール バー スタイルのグループを使用しています。

■ 最もよく使用されるコマンドおよび重要なラベルが付けら
れているコマンドには、32	×	32	ピクセルのアイコンを使
用します。グループのサイズを縮小する場合、これらのコ
マンドを 16 × 16 ピクセルのアイコンに変換するのは最
後にします。

■ 根拠のないコマンドの配置は避けます。ユーザーが必要な
コマンドを見つけるためにすべてのタブを確認して時間を
無駄にすることがないように、タブおよびグループのデザ
インについて慎重に考えてください。
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■ マーケティングに基づいた配置は避けます。新しい機能の
プロモーションに関するマーケティングの目的は、時間の
経過と共に変化する傾向があります。このことが製品の将
来のバージョンに与える影響や、頻繁に構成を変更するこ
とによるストレスの大きさについて考えてみる必要があり
ます。

──	対話操作

■ 現在のコンテキストに適用されないコマンド、または直接
エラーを引き起こすコマンドを無効にします。有用な場合
は、拡張ツールヒントを使用して、コマンドが無効になっ
ている理由を説明します。こうしたコマンドは非表示にし
ないでください。非表示にすることにより、リボンのレイ
アウトが変更され、リボンの提示に一貫性がなくなります。

■ コマンドのラベルを動的に更新しないようにします。繰り
返しになりますが、ラベルを動的に更新するとタブのレイ
アウトが変更され、外観に一貫性がなくなります。このた
め、定型ラベルに合うようにコマンドをデザインします。

正しい例: 間違った例:

▲ [メモの挿入] と [メモの削除] は同時に有効になることはありませんが、
一貫性のあるリボンの提示には、両方のコマンドを表示する必要があり
ます。

■ 直接コントロールを優先します。1 回のクリックで呼び出
される (複数のメニューを開く必要がない) コマンドは直
接的です。ただし、リボン内ギャラリーを除いて、直接コ
ントロールはリアルタイムのプレビューをサポートしてい
ないので、リアルタイムのプレビューが必要かどうかも判
断要素になります。

関連する書式設定オプションのセットにコマンドが含ま
れ、リアルタイムのプレビューが重要で実用的な場合 (特
に、プレビューがないとユーザーが不適切なオプション
を選択する可能性が高い場合)、リアルタイムのプレ
ビューを使用して、オプションの効果を示します。

そのコマンドがよく使用される場合は、リボン内ギャ
ラリーを使用して直接性を保持します。

そのコマンドが頻繁に使用されない場合は、ドロップ
ダウン ギャラリーを使用します。

•

•

•

正しい例: より良い例:

▲ 正しい例は直接的であるのに対して、より良い例はリアルタイムの 
プレビューをサポートしています。

上記以外の場合、直接的な効果を得るには、リボン コン
トロールを以下の優先順位で使用します (その他の考慮
事項はすべて同等とします)。

コマンド	ボタン、チェック	ボックス、ラジオ	ボタン、
インプレース	ギャラリー。これらは常に直接的です。

分割ボタン。最も一般的なコマンドに対して直接的で
すが、コマンドのバリエーションに対しては直接的で
はありません。

メニュー	ボタン。これらは直接的ではありませんが、
見つけやすいコマンドを多数提示します。

テキスト	ボックス	(スピン	コントロール付き)。テキ
スト入力は一般的に他の種類のコントロールよりも手
間がかかります。

リボンをフル サイズで表示するときに、リボンが主にメ
ニュー ボタンで構成されている場合は、メニュー バーを使
用することができます。

間違った例:

▲ このリボンにはメニュー ボタンが多いので、メニュー バーを 
使用した方がよいと考えられます。

■ 即時型のコマンドを優先します。即座に効果が現れる (追
加入力のためのダイアログ ボックスが表示されない) コマ
ンドは即時型です。コマンドに入力が必要な場合は、分割
ボタンを使用して、ボタンの部分に即時型のコマンドを配
置し、サブメニューで入力が必要なコマンドを配置するこ
とを検討します。

•

•

•

•

•
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▲ この例では、ボタンをクリックすると、すぐに既定のプリンターで 
コピーが 1 部印刷され、サブメニューから選択すると [印刷オプション] 
ダイアログ ボックスが表示されます。

ギャラリー

■ 以下の場合に、ギャラリーを使用します。

明確に定義された、関連する選択肢のセットがあり、ユー
ザーは通常その選択肢から選択する場合。バリエーショ
ンの数は無制限ですが、選択される可能性が高い選択肢
が適切に含まれている必要があります。選択肢が密接に
関連していない場合は、個別のギャラリーの使用を検討
します。

書式設定に関する機能など、選択肢が視覚的に適切に表
されている場合。サムネイルを使用すると、参照、理解、
選択が簡単になります。選択肢にラベルを付けることも
できますが、選択が視覚的に行われ、選択肢を理解する
ためのテキスト ラベルが必要ないようにします。

選択肢により、1	回のクリックで直ちに実行される結果
が示される場合。ユーザーの意図を明確にするための追
加のダイアログ ボックスや、表示された結果を実現する
ための一連のステップが必要とならないようにします。
ユーザーが選択を調整する必要がある場合は、後で調整
できるようにします。

ギャラリーを使用して、グループ内で通常のコマンドを多
数表示しないでください。

■ 以下の場合に、リボン内ギャラリーを使用します。

選択肢が頻繁に使用されている場合。こうした選択肢は
領域を必要とし、他のコマンドの領域を消費する潜在的
価値があります。

標準的な用途で、提示された選択肢のグループ化または
フィルタリングを行う必要がない場合。

リボンの高さの範囲内	(48	ピクセル)	で選択肢を効率的
に表示できる場合。

•

•

•

•

•

•

■ 目的を果たすことができる標準的なギャラリー	サムネイル
の一番小さいサイズを選択します。

リボン内ギャラリーの場合、16 × 16、48 × 48、または 
64 × 48 ピクセルのサムネイルを使用します。

ドロップダウン ギャラリーの場合、16 × 16、32 × 32、
48 × 48、64 × 48、72 × 96、96 × 72、96 × 96、ま
たは 128 × 128 ピクセルのサムネイルを使用します。

ギャラリー項目のサムネイル サイズはすべて同じにする
必要があります。

■ リボン内ギャラリーの場合は、以下の点に留意します。

少なくとも	3	つ	(領域がある場合はそれ以上)	の選択肢
を表示します。通常のウィンドウ サイズで、少なくとも 
3 つの選択肢を表示する十分な領域がない場合は、代わ
りにドロップダウン ギャラリーを使用します。

使用可能な領域を活用するには、リボン内ギャラリーを
拡張します。追加の領域を使用して、より多くの項目を
表示し、1 回のクリックで選択しやすいようにします。

■ ドロップダウン ギャラリーの場合は、以下の点に留意します。

コンボ	ボックス、ドロップダウン	リスト、分割ボタン、
またはメニュー	ボタンからギャラリーを表示します。

ユーザーがメイン	ウィンドウをクリックしてドロップダ
ウン	ギャラリーを閉じる場合は、メイン	ウィンドウのコ
ンテンツを選択したり変更したりせずにギャラリーを閉
じます。

ギャラリーに選択肢が多数あり、一部の選択肢をほとん
ど使用しない場合は、よく使用する選択肢を中心的に扱
い、既定のギャラリーを簡素化します。残りのコマンド
については、ギャラリー ドロップダウンの下部に適切な
コマンドを配置します。

コマンドに多くのバリエーションの一覧が表示される
場合は、「その他の <個別の機能名> オプション...」と
名前を付けます。

コマンドでダイアログ ボックスを提示して、ユーザー
が独自のカスタム オプションを作成できる場合は、「カ
スタム <機能名>...」と名前を付けます。

選択肢をグループに整理すると参照が効率的になる場合
は、そのようにします。

ギャラリーに選択肢が多数ある場合は、ユーザーが選択
肢を効率的に見つけることができるようにフィルターの
追加を検討します。混乱を避けるために、最初はフィル
ターを設定せずにギャラリーを表示します。ただし、ほ
とんどのギャラリーでは多くの選択肢を配置することは
望ましくないので、フィルターを使用する必要はなく、
グループの使用で十分です。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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▲ この例では、グループとフィルターの両方を使用することで 
ギャラリーが見やすくなっています。

プレビュー

■ プレビューを使用すると、ユーザーがコマンドを実行する
前にコマンドの効果を示すことができます。有用なプレ
ビューを使用すると、プログラムの効率と習得のしやすさ
を向上させ、試行錯誤の習得方法に頼る必要が少なくなり
ます。異なる種類のコマンド プレビューについては、この
トピックの「デザイン コンセプト」に記載されている「プ
レビュー」を参照してください。

■ リアルタイムのプレビューの場合、500	ミリ秒以内にプレ
ビューが適用され、現在の状態に復元できることを確認し
ます。これには、書式設定の変更を即座に、割り込み可能
な方法で適用できる機能が必要です。ユーザーがリアルタ
イムのプレビューのメリットを最大限に活用して、さまざ
まなオプションをすばやく評価できるようにする必要があ
ります。

■ プレビューでのテキストの使用は避けます。テキストを使
用する場合は、プレビュー イメージのローカライズが必要
になります。

アイコン

■ ドロップダウン	リスト、チェック	ボックス、ラジオ	ボタ
ンを除き、すべてのリボン	コントロールにアイコンを使用
します。ほとんどのコマンドには 32 × 32 ピクセルと 16 
× 16 ピクセルの両方のアイコンが必要です (クイック ア
クセス ツール バーでは、16 × 16 ピクセルのアイコンの
み使用されます)。ギャラリーでは、通常、16 × 16、48 × 
48、または 64 × 48 ピクセルのアイコンが使用されます。

▲ ドロップダウン リスト、チェック ボックス、ラジオ ボタンには 
アイコンは必要ありませんが、その他のすべてのリボン コントロール 
では必要です。

■ コマンドごとに固有のアイコンを使用します。別のコマン
ドに同じアイコンを使用しないようにします。

■ リボンの背景色に対して、リボン	アイコンがはっきりと表
示されるようにします。リボン アイコンの評価は、常にコ
ンテキスト内で、ハイコントラスト モードで行います。

■ 特に、よく使用されるコマンドの場合は、効果を明確に伝
えるアイコン	デザインを選択します。優れたデザインのリ
ボンには内容が一目でわかるアイコンがあり、ユーザーは
効率的にコマンドを見つけて理解することができます。

■ 認識しやすく、区別しやすいアイコンを選択します (よく
使用されるコマンドの場合は特に)。アイコンに特徴的な形
状と色が使用されていることを確認します。そうすること
で、ユーザーがアイコンのシンボルを記憶していなくても
簡単にコマンドを見つけることができます。

正しい例: 間違った例:

▲ 間違った例では、アイコンの色が類似している 
ので、区別がつきにくくなっています。
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■ グループで最も目立つコマンドの	16	×	16	ピクセルのア
イコンを	32	×	32	ピクセルのビジュアル	コンテナー内に
配置して、ポップアップ	グループ	アイコンを作成すること
を検討します。ポップアップ グループ用に別のアイコンを
作成する必要はありません。

▲ この例では、最も目立つコマンドの 16 × 16 ピクセルのアイコンから
ポップアップ グループ アイコンが作成されています。

■ 有益な場合は、現在の状態を反映するようにアイコンを変
更します。この方法は、特に既定の効果が変更される分割
ボタンで有用です。

▲ この例では、Microsoft Word で現在の効果を示すために [蛍光ペンの色] 
および [フォントの色] コマンドが変更されています。

■ リボンのアイコンを	Aero	style	のアイコンのガイドライ
ンに準拠させるようにします。ただし、リボンのアイコン
は遠近法表示ではなく平面に表示します。

正しい例: 間違った例:

▲ 間違った例では、32 × 32 ピクセルの
アイコンが遠近法で表示されています。

■ 適切な場合は常に、標準メニュー	アイコンを使用します。
これにより、アイコンが認識されやすくなり、Aero style 
のアイコンのガイドラインに準拠させることができます。

拡張ツールヒント

■ リボン	コマンドすべてに拡張ツールヒントを実装し、コマ
ンド名、ショートカット キー、説明、オプションの補足情
報を表示する必要があります。ツールヒントで、ラベルと
同じ内容を単純に繰り返さないようにします。

間違った例:

▲ この例では、ツールヒントはコマンド ラベルと同じ内容を 
単純に繰り返しているだけです。

■ 実用的な場合は、簡潔な説明を使用して、コマンドを適切
に表現します。詳細な説明が本当に必要な場合のみ、ヘル
プへのリンクを配置します。

間違った例:

▲ この例では、コマンドにヘルプは必要ありません。

■ 有用な場合は、プレビューを使用してコマンドの効果を示
します。

▲ この例では、ツールヒントのイメージにより 
コマンドの効果を示しています。

ラベルのガイドラインについては、「拡張ツールヒント ラベル」
を参照してください。
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アクセス	キーおよびキーヒント

■ 注:	キーヒントは、リボン上に直接表示されるコマンドの
アクセス キーを表示するために使用されるメカニズムです 
(ドロップダウン メニュー コマンドのアクセス キーは下
線付き文字で示されます)。キーヒントは以下の点で、メ
ニュー アクセス キーとは異なります。

2 文字のアクセス キーを使用できます。たとえば、FP 
を使用して、[書式のコピー /貼り付け] コマンドにアク
セスできます。

アクセス キーの割り当ては、下線の代わりにヒントを使
用して表示されるので、文字の幅やディセンダーは割り
当てを行う際の判断要素になりません。

■ すべてのリボン	タブおよびリボン	コマンドにアクセス	
キーを割り当てます。考えられる唯一の例外は、古いアド
インのコマンドです。

■ アプリケーション	ボタンおよびクイック	アクセス	ツール	
バーの場合: 

アプリケーション ボタンには F を割り当てます。この
割り当てが使用される理由は、アプリケーション ボタン
が従来の [ファイル] メニューに類似しているためです。

クイック アクセス ツール バーおよび最近使ったファイ
ルの一覧には、数字でアクセス キーを割り当てます。

▲ アプリケーション ボタンおよびクイック アクセス ツール バーの 
キーヒント

■ タブの場合: 

ホームには H を割り当てます。

最もよく使用されるタブから始めて、ラベルの最初の文
字を割り当てます。

最初の文字を割り当てることができないタブについて
は、ラベルで特徴のある子音または母音を選択します。

メニュー バーのサポートに使用されるプログラムの場合
は、実用性を最大限に考慮し、アクセス キーの互換性を
維持するようにします。古いメニューのカテゴリとは異
なる意味をアクセス キーに割り当てないようにします。
たとえば、従来のメニュー バーのバージョンのプログラ
ムに [編集] メニューがあった場合、それに相当するタブ
にはアクセス キーとして "E" を使用するようにします。
同等のタブが存在しない場合は、混乱を避けるため、タ
ブへのアクセス キーに E を割り当てないようにします。

•

•

•

•

•
•

•

•

▲ タブのキーヒント

■ リボン	コマンド、メニュー、サブメニューの場合:	

タブ内で、一意のアクセス キーの組み合わせを割り当て
ます。別のタブ内であれば、同じアクセス キーの組み合
わせを使用できます。

可能な限り、よく使用するコマンドに標準的なアクセス 
キーを割り当てます。

その他のコマンドの場合: 

最もよく使用されるコマンドの場合、ラベルの最初の
文字か 2 番目の文字 (できれば最初の文字) を選択し
ます。

あまり頻繁に使用しないコマンドの場合、"Exit (終了)" 
の "x" など、ラベルで特徴のある子音または母音を選
択します。

ほとんど使用しないコマンドおよびダイアログ ボックス
起動ツールの場合、必要に応じて 2 文字を使用します。

メニューおよびサブメニューの場合は、1 文字を使用し
て、コマンドの完了に必要なキー入力の回数を減らし
ます。

J、Y、または Z で始まるアクセス キーは使用しません。
これらは、コンテキスト タブ、割り当てのないキーヒ
ント、およびポップアップ グループに使用されます。

▲ リボンおよびメニューのキーヒント

•

•

•
•

•

•

•

•
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■ ポップアップ	グループの場合: 

Z で始まる 2 文字のアクセス キーを使用します。

最もよく使用されるグループから始めて、ラベルの最初
の文字に 2 番目のアクセス キー文字を割り当てます。

残りのグループについては、ラベルで特徴のある子音ま
たは母音を選択します。

▲ ポップアップ グループのキーヒント

アプリケーション	ボタン

■ ファイルに対して何らかの操作を行うコマンドのメニュー
を提示するには、アプリケーション	ボタンを使用します。
例としては、従来、[ファイル] メニューに配置されるコマ
ンド (ファイルの作成、ファイルを開く、ファイルの保存、
ドキュメントの印刷、送信して公開するコマンド) などが
挙げられます。

■ リボンを使用する際は常にアプリケーション	ボタンを配置
します。プログラムでファイルを使用しない場合は、アプ
リケーション ボタンを使用してプログラムのオプションお
よび [終了] コマンドにアクセスできるようにします。ア
プリケーション ボタンには常にコマンド メニューを表示
します。アプリケーション ボタンは単なる飾りではありま
せん。

■ 適切な場合は、以下の標準的なアプリケーション	メニュー	
コマンドを使用します。

 新規作成
 開く
 保存
 名前を付けて保存...
  <ファイル形式の一覧>
 <区切り記号>
 印刷...
  印刷...
  クイック印刷
  印刷プレビュー
 閉じる
 <フッター >
 オプション
 終了

■ アプリケーション	メニューに属するコマンドは、そのメ
ニューでのみ使用します。コマンドを重複して他のタブに
は配置しません。

•
•

•

■ 各メニューの項目には以下を表示します。

コマンド名が含まれているラベル。

32	×	32	ピクセルのアイコン。

簡単な説明。多くても 2 行のテキストを使用して説明を
表示できることを確認します。

■ ツールヒントを使用して、ショートカット	キーを説明しま
す。通常のメニューとは異なり、アプリケーション メニュー
はラベルを使用してショートカット キーを説明しません。

▲ この例では、ツールヒントを使用して 
ショートカット キーを説明しています。

クイック	アクセス	ツール	バー

■ よく使用するコマンドへのアクセスを提供するには、ク
イック	アクセス	ツール	バーを使用します。アプリケー
ション ボタンまたはリボンのコマンドを配置できます。

■ リボンを使用する際は常にクイック	アクセス	ツール	バー
を配置します。リボンにタブが 1 つの場合でもそうします。
これにより、プログラム間の一貫性が保たれます。

■ クイック	アクセス	ツール	バーには、アプリケーション	メ
ニューのよく使用するコマンドを事前に配置します。[保存] 
および [元に戻す] がプログラムでサポートされる場合は
これらのコマンドを配置し、[開く] および [印刷] がサポー
トされ、よく使用される場合はこれらのコマンドを配置し
ます。

■ [クイック	アクセス	ツール	バーのカスタマイズ]	メニュー
の場合、最もよく使用される即時型のコマンドを最大	12	
まで配置できます。即時型のコマンドは実行する前に追
加の入力を必要としないので、クイック アクセス ツール 
バーに最適です。任意の即時型のコマンドを配置できま
すが、[ホーム] タブにないコマンドを優先します (ユー
ザーは [ホーム] タブにあるコマンドを使用することが多
いため)。

■ [クイック	アクセス	ツール	バーのカスタマイズ]	メニュー
で関連するコマンドの組み合わせがある場合、使用頻度に
関係なく両方とも表示します。一般的な組み合わせは、[開
く]/[閉じる]、[戻る]/[進む]、[元に戻す]/[やり直し] です。

■ [クイック	アクセス	ツール	バーのカスタマイズ]	ダイアロ
グには、任意のコマンドを追加できる方法を用意します。
最もよく使用されるコマンドを表示する [基本設定] コマ
ンドのフィルターを設定し、既定でこのフィルターを選択
します。

•
•
•
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ダイアログ	ボックス起動ツール

■ 頻繁に使用しないコマンドおよび設定が含まれている関連
するダイアログ	ボックスがある場合は、ダイアログ	ボック
ス起動ツールを使用してグループを表示します。ダイアロ
グ ボックスにはグループのすべてのコマンドとその他のコ
マンド (グループと完全に異なるコマンドのセットやグ
ループと同じコマンドではないもの) が含まれている必要
があります。

▲ この例では、[フォント] ダイアログ ボックスは [フォント] グループ内
のコマンドの部分集合を表示しています。

■ コマンドを直接実行するためにダイアログ	ボックス起動
ツールを使用しないようにします。ダイアログ ボックス
起動ツールではダイアログ ボックスを表示する必要があ
ります。

■ よく使用するコマンドおよび設定にアクセスするためにダ
イアログ	ボックス起動ツールを使用しないようにします。
リボンに直接配置されているコマンドに比べて、ダイアロ
グ ボックスのコマンドおよび設定は比較的見つけにくく
なっています。

■ ダイアログ	ボックスの名前をグループの名前と一致させま
す。完全に一致している必要はありませんが、ユーザーが
表示結果に違和感を持たないように、類似した名前にする
必要があります。

間違った例:

▲ アラーム音はアラームのオプションですが、ダイアログ ボックス起動
ツールを使用してアラーム音を設定することは想定されていません。

■ グループに関連するコマンドおよび設定のみ表示します。
ダイアログ ボックスに他のものを表示すると、ユーザーは
この方法以外に他のコマンドと設定にアクセスできないと
結論付ける可能性があります。

間違った例:

▲ この例では、[フォント] ダイアログ ボックスに、関連するタブと関連性
のない [文字幅と間隔] 設定が表示されています。
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ラベル

フォント

■ リボンの日本語ラベルには Meiryo	UI フォントを使用し
ます。

タブ

■ すべてのタブにラベル付けします。

■ 実用的である場合は常に、標準的なリボン	タブを使用する
ようにします。また、標準的な Office や Windows のリボ
ン グループ レイアウトのテンプレートを使用します。

■ できるだけ簡潔な	1	ワード	(全角で	3	文字程度)	のラベル
を使用します。複数単語のラベルも使用できますが、より
多くの領域を必要とし、ローカライズが難しくなります。

■ コンテンツを明確かつ正確に説明する適切なタブ名を選択
します。適度に具体的な名前を選択します。タブ名は、コ
ンテンツが表示されたときにユーザーが違和感を持たない
ように、予測可能なものにする必要があります。最もよく
使用されるコマンドに使用されるので、[ホーム] タブは一
般的な名前になっています。

間違った例:

	 基本設定
	 詳細設定

▲ 上記のタブ名は、適切な方法でコンテンツを説明していません。 
このようなタブ名では、ユーザーは目的のコマンドが基本設定か、 
詳細設定であるかを判断する必要があります。

■ 目的を反映するタブ名を選択します。タブに関連付けられ
ている目的またはタスクを考慮します。

■ その他のすべてのタブ名と明確に区別できるタブ名を選択
します。

■ タブには名詞または動詞を使用します。タブ名では、同じ
文法構造の表現にする必要がないので、名詞または動詞に
関係なく最適なラベルを選択します。

■ 特に隣接するタブでは、先頭の文字が同じタブ名を避けま
す。リボンを縮小すると、これらのタブ名は切り詰められ
て同じテキストが表示されます。

■ 末尾に句読点は付けません。

コンテキスト	タブおよびタブ	セット

■ コンテキスト	タブ	セットのラベルの末尾に	"ツール"	を付
けます。これにより、コンテキスト タブの目的を識別しや
すくなります。

■ タイトル スタイルの大文字化を使用します。

■ 末尾に句読点は付けません。

グループ

■ すべてのグループにラベルを付けます。

例外:	グループ内のコマンドが 1 つの場合、およびグルー
プとコマンドのラベルが同じとなる場合は、グループ ラベ
ルを省略します。

正しい例: 間違った例:

▲ グループ ラベルがグループ内の唯一のコマンドと 
重複している場合は省略します。

■ 実用的である場合は常に、標準的なリボン	グループを使用
するようにします。

■ できるだけ簡潔な	1	ワード	(全角で	3	文字程度)	のラベル
を使用します。複数単語のラベルも使用できますが、より
多くの領域を必要とし、ローカライズが難しくなります。

■ コンテンツを明確かつ正確に説明する適切なグループ名を
選択します。汎用的ではなく、具体的な名前にする必要が
あります。

間違った例:

	 コマンド
	 タスク
	 ツール
	 操作
	 オブジェクト
	 基本設定
	 詳細設定
	 設定
	 オプション
	 個人設定
	 詳細
	 その他

▲ 上記のグループ名は、適切にコンテンツを説明していません。 
すべてのコマンドが上記のグループに当てはまる可能性があります。
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■ 目的を反映するグループ名を選択します。グループ内の
コマンドに関連付けられている目的またはタスクを考慮
します。

■ タブ名と同じグループ名は使いません。グループが配置さ
れているタブ名をグループ名として使用しても情報は増え
ません。別のタブの名前を使用すると紛らわしくなります。

間違った例:

▲ この例では、別のタブの名前をグループに付けたことで 
紛らわしくなっています。

■ 末尾に句読点は付けません。

コマンド

■ すべてのコマンドにラベルを付けます。明示的なテキスト 
ラベルを付けると、ユーザーは簡単にコマンドを見つけて
理解することができます。

例外:	アイコンがよく知られている場合や、領域を優先す
る場合は、コマンドのラベルを省略できます。ほとんどの
場合、ラベルのないコマンドは [ホーム] タブに配置しま
す。この場合は、名前プロパティを適切なテキスト ラベル
に割り当てます。この方法に従うと、スクリーン リーダー
などの支援テクノロジー製品で、画像に関する代替情報を
提供できるようになります。

正しい例:

▲ これらのコマンドはよく知られているので、ラベルは必要ありません。

間違った例:

▲ これらのコマンドには、リッチ コマンド用のラベルが必要です。

■ コマンド	ボタンには、処理内容がわかる簡潔なラベルを使
用します。可能であれば 1 ワードに、最大でも 4 ワード (全
角で 12 文字程度) に納めます。

■ ドロップダウン	リストの場合、リストに常に値があるので
あれば、現在の値をラベルに使用します。

▲ この例では、現在選択されているフォント名が 
ラベルの役割を果たしています。

編集可能なドロップダウン リストに値がない場合は、プロ
ンプトを使用します。

▲ この例では、編集可能なドロップダウン リストの 
ラベルにプロンプトが使用されています。

■ 内容がわかりにくかったり、頻繁に使用されないドロップ
ダウン	リストには、明示的なラベルが必要です。ラベルの
末尾にコロンを付けます。

▲ この例では、頻繁に使用されないドロップダウン リストに 
明示的なラベルが使用され、わかりやすくなっています。

■ テキスト	ボックスには、明示的なラベルを使用します。ラ
ベルの末尾にコロンを付けます。

▲ この例では、テキスト ボックス コントロールに 
明示的なラベルが付けられています。

■ 末尾に句読点は付けません。

■ スペースを節約するために、リボン	コマンドのラベルに省
略記号は付けません。ただし、アプリケーション ボタンお
よびドロップダウン メニューのコマンドでは省略記号が使
用されます。
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拡張ツールヒント

■ 適用できる場合は、タイトルを使用して、コマンド名と
ショートカット	キーを表示します。

■ タイトルの末尾に句読点は付けません。

■ 説明は短くします。要点だけを伝えます。説明が長いと、
読む意欲が失われます。

■ 分割ボタンには、異なるツールヒントを使用して分割ボタ
ン	メニューを説明します。

▲ この例では、分割ボタン メニューにはメイン ボタンとは異なる 
ツールヒントが表示されています。

■ オプションの補足説明を使用して、コントロールの使用方
法を説明します。このテキストには、コントロール自体が
状態を示していない場合に、コントロールの状態に関する
情報 (無効になっている理由など) を含めることができま
す。このテキストは短くし、詳細な説明にはヘルプ トピッ
クを使用します。

▲ この例では、コマンドが無効になっている理由を 
ツールヒントで説明しています。

■ 説明および補足説明には、文を使用し、末尾に句点を付け
ます。

▲ 補足説明が含まれている拡張ツールヒントです。

アプリケーション	ボタン

■ 即時型のコマンドであることを示す場合は、"クイック"	を
使用します。

▲ この例では、"クイック" でコマンドが即時型であることを示しています。

■ コマンドに追加情報が必要であることを示すには、省略記
号を使用します。
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■	 タッチ
すべての Microsoft Windows アプリケーションには優れた
タッチ エクスペリエンスを持たせる必要があります。これは、
思いのほか簡単に実現できます。

"タッチ" とは、Windows で実現されている、指を使ってコン
ピューターと直接対話する方法です。多くの場合、タッチはマ
ウス、キーボード、またはペンを使用するよりも自然で、魅力
的で、便利です。

▲ タッチを使用しているところ。

多くのタッチ操作は、ジェスチャーやフリックを使って行いま
す。"ジェスチャー " とは、画面上で行われる 1 本以上の指の
すばやい動きです。コンピューターではこの操作がマウスの動
き、書き込み、描画ではなくコマンドとして解釈されます。
Windows 7 には、パン、ズーム、回転、マルチ タップ、プレス 
アンド タップといった新しいマルチタッチ ジェスチャーがあ
ります。ジェスチャーのうち、最も高速かつ簡単に実行される
ものにフリックがあります。"フリック" とは、ナビゲーション
やコマンドの編集を行うための簡単なジェスチャーです。ナビ
ゲーション フリックには、上へドラッグ、下へドラッグ、戻る、
進むがあり、編集フリックには、コピー、貼り付け、元に戻す、
削除があります。

"操作" とは、オブジェクトのリアルタイムで物理的な処理のこ
とです。操作がジェスチャーと異なるのは、現実世界の操作に
対するオブジェクトの自然な反応に、入力が直接対応している
点です。たとえば、写真閲覧アプリケーションでは、イメージ
を移動、ズーム、サイズ変更、および回転させて写真を操作で
きるようになっています。"マルチタッチ操作" では、同時に複
数の接触ポイントを使用します。

細かい動きやホバーが必要なタスクの場合、Windows Vista® 
では "タッチ ポインター " を使用できます。タッチ ポインター
は、マウスのような外観の画面上の移動ポインターです。タッ
チ ポインターは直接入力に比べると使いにくいため、タッチ可
能なプログラムでタッチ ポインターを多用することは避けま
す。Windows 7 の既定では、タッチ ポインターは無効になっ
ています。

Windows のタッチ機能のみがサポートされ、最も重要なタス
クのコントロールが簡単にタッチできるプログラムは、"タッ
チ可能" と見なされます (爪を使わなければならないようなタ
スクは、タッチに適しているとはいえません。タッチ可能なコ
ントロールは、指を使った対象の指定が簡単に行えるよう十分
な大きさでなければなりません)。実際には、次の場合が該当
します。

■ プログラムの対話型コントロールは、簡単にタッチできる
十分な大きさ (23 × 23 ピクセルまたは 13 × 13 ダイア
ログ ユニット (DLU) 以上) です。

■ フリック、マルチタッチ ジェスチャー、ドラッグ アンド 
ドロップなどの関連するシステム ジェスチャーが機能する
ように、プログラムでキーボードおよびマウスが適切にサ
ポートされています。

■ タスクにホバー操作やタッチ ポインターが必要ありません。

■ すべてのコントロールで Microsoft Active Accessibility 
(MSAA) を使用し、支援テクノロジーにプログラムによる 
UI アクセスを提供しています。

プログラムが主なタスクでのタッチ用にデザインされている場
合、"タッチ対応" と見なされます。通常は、次の場合が該当し
ます。

■ 使用頻度の最も高いコントロールが 40 × 40 ピクセル 
(23 × 22 DLU) 以上です。

■ 関連するジェスチャー (パン、ズーム、回転、マルチ タップ、
プレス アンド タップなど) がサポートされ、接触時にその
効果が現れます。

■ プログラムが、パン、ズーム、回転中に視覚的にスムーズに
反応するため、対話性が高いと感じさせます。

プログラムが特にタッチ用にデザインされている場合、"タッチ
に最適化されている" と見なされます。通常は、次の場合が該
当します。

■ 最も頻繁に実行するコマンドを、ドロップダウン メニュー
ではなく、直接 UI やコンテンツに表示することで、簡単に
タッチできるようにタスクがデザインされています。

■ プログラム専用のエクスペリエンスが、マルチタッチ操作
を使ったり、弾みや抵抗などの現実世界の物理的な特性で
反応するなど、(おそらく生のタッチ入力データを使用する) 
没入型のタッチ エクスペリエンスになるようにデザインさ
れています。

■ タスクに寛容性があり、タッチやドラッグによって、ミス
を簡単に修正したり、間違いを処理したりできます。

■ 大量のテキスト入力や厳密な選択の必要性をなくしたり、
軽減したりするようにタスクがデザインされています。
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デザイン	コンセプト
入力にタッチを使用することには次の特徴があります。

■ 自然で直感的です。指でポイントしたり、物を触ったりす
る方法はだれでも理解できます。オブジェクトの対話操作
は、現実の世界でユーザーがオブジェクトを操作する方法
と同じになるように設計されています。

■ それほど邪魔になりません。タッチは静かに使用できるの
で、特に会議のような社会的な状況ではタイピングやク
リックほど気が散ることがありません。ペンに比べて、指
は特に便利です。指を使用すれば、ペンを探したり、持ち
上げたりする必要がないからです。

■ 持ち運びできます。キーボード、マウス、タッチパッドな
しでほとんどのタスクを実行できるので、タッチ対応のコ
ンピューターの方がコンパクトです。操作領域を必要とし
ないため、柔軟性に優れ、コンピューター使用の新しい場
所やシナリオに対応できます。

■ 直接的で魅力的です。タッチには、画面上のオブジェクト
を直接操作する感覚があります。マウスやタッチパッドの
場合は、手の動きをそれぞれの画面上のポインターの動き
と連係させる必要があるため、間接的に感じます。

■ 正確さが低下します。タッチでは、マウスやペンほどオブ
ジェクトを正確に対象として指定できません。このため、
ユーザーが小さなオブジェクトをタップしたり、操作した
りすることを期待できません。

タッチでは、現実世界にいるような感覚で自然に操作できます。
この感覚は、直接操作やアニメーションによって、オブジェク
トが現実的で動的な動きや反応をすることによって得られま
す。たとえば、トランプ ゲームについて考えてみましょう。指
を使用すると、トランプを引くことが便利で簡単になるだけで
はありません。まったく本物のトランプのように、トランプを
配ったり、滑らせたり、回転させたり、跳ねさせたりできると、
エクスペリエンスが魅力的な現実世界の感覚を帯びてきます。
また、移動できないトランプを移動させようとした場合、操作
は認識されたが、実行できないことを明確に示すために、トラ
ンプが動かないのではなく、動きに抵抗を示すようにし、トラ
ンプを放すと元の位置に収まるようにすると、エクスペリエン
スが向上します。

すべての	Windows	プログラムをタッチ可能にする
タッチは従来 Tablet PC に関連するものですが、通常のコン
ピューターでも一般的になりつつあります。Windows Tablet 
とタッチ テクノロジーは Windows Vista および Windows 7 
の標準コンポーネントであり、適切なハードウェアさえあれば、
互換性のあるすべてのコンピューターでタッチを利用すること
が可能です。その結果、コンピューターの製造元により、通常
のラップトップやデスクトップ モニターにもタッチスクリー
ンが搭載されるようになりました。

タッチが Tablet PC 以外の種類のコンピューターにまで広が
ると、ソフトウェア プログラムの開発者やデザイナーの間で
も、タッチをサポートすることがますます重要と考えられるよ
うになります。すべての	Windows	プログラムには優れたタッ
チ	エクスペリエンスを持たせる必要があります。指を使用し
て、プログラムの最も重要なタスクを効率よく実行できる必要
があります。タイピングや詳細なピクセル操作などタッチ操作
には適していない一部のタスクであっても、タッチ可能にして
おく必要はあります。

さいわいにも、プログラムが既に適切にデザインされていれば、
優れたタッチ エクスペリエンスを実現することは簡単です。
優れたタッチ エクスペリエンスを提供できるプログラムは、次
のような点で適切にデザインされています。

■ 適切なマウス	サポート。対話型コントロールのアフォーダ
ンスがはっきりと表示されます。標準のマウス操作 (左シ
ングルクリック、左ダブルクリック、右クリック、ホバー ) 
に対して、オブジェクトに標準の動作が用意されています。

■ 適切なキーボード	サポート。標準のショートカット キー
割り当てを提供し、特にナビゲーションや編集コマンドで
ショートカット キーを使用して (タッチ ジェスチャーを
使用することもできます) 作業の効率を向上させることが
できます。

■ タッチに適した大きなコントロール。コントロールの最小
サイズは 23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU)、最もよく使
用されるコントロールは 40 × 40 ピクセル (23 × 22 
DLU) 以上です。無応答をなくすために、ターゲットの間
隔が狭くならないようにします。UI 要素の間隔は、隣の
ターゲットと接触しているか、5 ピクセル (3 DLU) 以上空
いているかのどちらかにする必要があります。

■ 必要に応じて、スムーズに応答するパンやズームを実行。
イベントのパンやズームの速度に十分対応する速さで再描
画されるため、ジェスチャー中に対話的な感覚がもたらさ
れます。

■ アクセシビリティ。Microsoft Active Accessibility® (MSAA) 
を使用し、支援テクノロジーにプログラムによる UI アク
セスを提供しています。プログラムがテーマやシステムの
メトリクスの変更に適切に応答します。

■ 120	dpi	(ドット/インチ)	ディスプレイで正常に機能し、
適切に表示。120 dpi は、Windows Touch 対応コンピュー
ターに推奨される既定の解像度です。

■ コモン	コントロールの使用。ほとんどのコモン コントロー
ルは、適切なタッチ エクスペリエンスをサポートするよう
デザインされています。プログラムに必要な場合は、ター
ゲット指定や対話型操作を容易にするためにデザインされ
たカスタム コントロールが適切に実装されています。
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■ 有効な値の範囲のみ受け付けるコントロールの使用。簡単
にタッチでターゲット指定できるデザインにするには、テ
キスト ボックスなどのコントロールよりも、リストやスラ
イダーなどの選択範囲が限定されたコントロールの方が、
テキスト入力の必要性が低下するので適しています。

■ 適切な既定値の設定。最も安全 (データの消失やシステム 
アクセスが失われることを防ぐため) で、最もセキュリティ
の高いオプションを既定で選択している。安全性とセキュ
リティを判断要素として考える必要がない場合は、最もよ
く使用されるオプションまたは最も便利なオプションを選
択し、不要な対話操作を省いています。

■ テキストのオートコンプリート機能。最もよく使用される
か最近使用された入力値の一覧を提供し、テキスト入力を
簡易化しています。

逆に、プログラムが適切にデザインされていない場合、タッチ
を使用するユーザーに対して、プログラムの欠点が特に浮き彫
りになります。

アクセシビリティ対応のソフトウェアはすべてのユーザーに役
立つのと同じように、基本的な操作が簡単に実行でき、効率性、
応答性、および寛容性に優れている場合、優れたタッチ エクス
ペリエンスの提供はすべてのユーザーに役立ちます。

タッチの対話操作モデル
タッチの使用経験がない場合は、実際に使用して理解するのが
一番です。タッチ対応のコンピューターを使用し、マウスとキー
ボードを取りはずして、普段のタスクをタッチを使用して実行
します。タブレット PC を使用する場合、膝の上などに乗せた
り、平らなテーブルに置いたり、起立して腕で抱えて試します。
縦や横にして使用してみてください。

タッチを使用してみると、次のようなことがわかります。

■ 小さなコントロールは使いにくい。コントロールのサイズ
は対話操作の効率に大きく影響します。指で操作できるの
は 23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU) 以上のコントロー
ルですが、快適に操作できるのは、それよりも大きい 40 × 
40 ピクセル (23 × 22 DLU) 以上のコントロールです。た
とえば、スタート メニュー (42 × 35 ピクセル) は簡単に
タッチできますが、スピン コントロール (15 × 11 ピクセ
ル) は小さすぎて、指では操作できません。

■ タスクを狭い範囲で実行できるようにする必要がある。画
面上でポインターを 30 cm 移動する場合はマウスを 6 cm 
動かすだけで済みますが、タッチを使用すると手を 30 cm 
動かす必要があります。互いに離れているターゲットの間
を何度も移動するのは手間がかかるため、タスクの対話操
作をできる限り手に負担がかからない範囲に収めるのが適
切です。コンテキスト メニューは手の移動が必要ないので
便利です。

■ ホバーは必ずしも必要ではない。ほとんどのタッチスク
リーン テクノロジーでは、ペンによるホバーは検出できて
も、指によるホバーは検出されません。ホバーに依存する
タスクがある場合、タッチを使用して効率的に実行するこ
とはできません。

■ テキストの入力と選択が難しい。タッチで長文のテキス
トを入力するのは特に難しいため、オートコンプリート機
能や許容できるテキストの既定値があるとタスクが大幅
に簡単になります。テキストの選択も非常に難しいため、
カーソルを正確に配置する必要がないとタスクが簡単に
なります。

■ ディスプレイの縁端付近にある小さなターゲットをタッチ
するのは非常に難しい。一部のディスプレイではベゼル幅
が広く、一部のタッチスクリーン技術では縁端部の感度が
低いため、縁端付近にあるコントロールが使いにくくなっ
ています。たとえば、ウィンドウを最大化すると、タイト
ル バーにある最小化、最大化、元のサイズに戻す、閉じる
の各ボタンが使いにくくなります。

ここではさまざまな課題がありますが、それらに対処すること
ですべてのユーザーのエクスペリエンスが向上します。

基本的なタッチのデザイン原則
それぞれの入力デバイスには、長所もあれば短所もあります。
キーボードは、テキスト入力や最小限の手の動きでコマンドを
指定するのに最適です。マウスは、効率的で正確なポイントに
最適です。タッチは、オブジェクトの操作や簡単なコマンドの
指定に最適です。ペンは、手書きや描画などのフリーフォーム
の表現に最適です。

プログラムでのタッチのサポートについて考える場合、次の点
に留意します。

■ UI	がマウスで適切に動作する場合、タッチでも同様だと思
い込まない。適切なマウスのサポートは第 1 条件ですが、
優れたタッチ エクスペリエンスにはさらにいくつか要件が
あります。

■ UI	が指で適切に動作する場合、ペンでも同様と考えること
はできる。プログラムをタッチ可能にすることは、ペンを
適切にサポートするのに大いに役立ちます。主な違いは、
指は正確にポイントできないため、より大きな対象が必要
になることです。また、ホバーは省略可能にする必要があ
ります。ペン入力のサポートに関するガイドラインについ
ては、「ペン」を参照してください。

■ タッチの	UI	に関する問題を修正するために、タッチ	ポ
インターに依存しない。タッチ ポインターは直接入力ほ
ど簡単に使用できないため、タッチ ポインターは、タッチ
用にデザインされていないプログラムの最後の手段と考
えます。
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コントロールのサイズ
フィッツの法則では、対象の操作に必要な時間は、対象のサイ
ズとそこまでの距離によって変わります。対象が小さく、距離
が離れているほど、ますます操作しにくくなります。しかし、
指先の表面の領域が広いために、密接した小さなコントロール
を正確に対象指定することが難しくなることもあります。

一般的なルールとしては、23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU) 
のコントロール サイズは、すべての入力デバイスに最適な対話
型コントロールの最小サイズです。それに対して、15 × 11 ピ
クセルのスピン コントロールは、タッチで効果的に操作するに
は小さすぎます。

▲ スピン コントロールは、タッチするには小さすぎます。

最小サイズは、実際に、ピクセルや DLU などのレイアウト メ
トリックではなく、物理的領域に基づいています。研究により、
指を使用して効率的で正確な操作を行うための最小の対象領域
は 6 × 6 mm であることがわかっています。この領域は、次
のようなレイアウト メトリックで表されます。

フォント サイズ	
(mm)

相対	
ピクセル DLU

9 ポイント、
Segoe® UI 6 × 6 23 × 23 13 × 13

8 ポイント、
Tahoma 6 × 6 23 × 23 15 × 14

さらに、10 × 10 mm (約 40 × 40 ピクセル) の最小サイズで
は、速度や正確さが向上し、またユーザーがより快適に感じる
がことが調査でわかっています。最も重要なコマンドや使用頻
度が最も高いコマンドに使用する場合、通常はこの大きいサイ
ズのコマンド ボタンを使用します。

▲ この例では、Microsoft Word で、最も重要なコマンドに  
10 × 10 mm より大きいボタンを使用しています。

▲ この電卓のバージョンでは、使用頻度も最も高いコマンドに  
10 × 10 mm より大きいボタンを使用しています。

目的は、大きなコントロールを作成することではありません。
必要なのは、簡単にタッチできるコントロールにすることだけ
です。この記事の後半のガイドライン セクションに一覧表示
された手法を使用すると、コントロールを過度に大きく見せる
ことなく、簡単にタッチ可能にすることができます。

注:	コントロールのサイズを指定する場合、96 dpi を対象とし
ます。解像度を上げると、ユーザーのタッチ操作が向上します。

コントロールの間隔
コントロール間の間隔も、コントロールを簡単にタッチ可能に
する決定要因です。指をポインティング デバイスとして使用
する場合、対象指定はすばやくできても、正確さが劣るため、
目的の対象から外れた場所をタップすることがよくあります。
対話型コントロールが非常に近くに配置されているものの実際
には接触していない場合、ユーザーがそれらのコントロールの
間の非アクティブな領域をクリックすることがあります。非ア
クティブな領域をクリックしても効果や視覚的なフィードバッ
クが得られないので、多くの場合ユーザーは何が悪かったのか
がわかりません。小さなコントロールが狭すぎる間隔で配置さ
れていると、間違って別のオブジェクトをタップしないように、
ユーザーは正確にタップしなければならなくなります。これら
の問題に対処するには、対話型コントロールのターゲット領域
の間隔は、隣のコントロールのターゲット領域と接触している
か、5	ピクセル	(3	DLU)	以上空いているかのどちらかにする
必要があります。
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コントロール間の垂直方向の間隔を推奨されるサイズより広げ
ると、グループ内のコントロールを区別しやすくなります。た
とえば、高さが 19 ピクセルのラジオ ボタンは、推奨される最
小サイズの 23 ピクセルよりも低くなっています。垂直方向の
領域が空いている場合、標準の 7 ピクセルに 4 ピクセルの間
隔を追加することで、推奨サイズとだいたい同じ効果が得られ
ます。

正しい例:

より良い例:

▲ より良い例では、間隔を広げることで、 
ラジオ ボタンが区別しやすくなっています。

間隔を広げることは、タッチを使用する場合は望ましいが、マ
ウスやキーボードを使用する場合には必要ないという状況もあ
ります。このような状況では、タッチを使用して開始する操作
では、間隔の広いデザインのみを使用する必要があります。

コントロールの位置
タスクの配置を狭い範囲に収めると、画面を何度も往復する
手間が減ります。手の移動をできるだけ少なくするには、最
も使用されそうな場所から近いところにコントロールを配置
します。

間違った例:

▲ Windows XP のこの例では、カラー パレットが 
使用されると思われる場所から離れすぎています。

ユーザーの現在の位置からターゲットまでが最も近くなるよう
にすると、簡単に使用できるようになります。以下に示すよう
に、コンテキスト メニューでは Microsoft Office のミニ ツー
ル バーやスマート タグと同じく、フィッツの法則が最大限活
用されています。

▲ 現在のポインターの位置は常に、最も簡単に使用できる場所にあります。

ディスプレイ縁端付近のターゲットが小さいとタッチが難し
いため、小さなコントロールをウィンドウ縁端付近に配置しな
いようにします。ウィンドウが最大化されているときでも簡
単にコントロールをポイントできるようにするには、コント
ロールのサイズを 23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU) 以上に
するか、ウィンドウ縁端部から離れたところにコントロールを
配置します。
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タッチの対話操作

──	システム	ジェスチャー
システム ジェスチャーは Windows によって定義され処理さ
れます。このため、すべての Windows プログラムでシステム 
ジェスチャーを使用できます。これらのジェスチャーには、マ
ウス、キーボード、およびアプリケーションに対応するコマン
ド メッセージがあります。

システム	ジェスチャー 生成される	
対応メッセージ

ホバー (サポートされている場合) マウスでのホバー

タップ (軽くたたく) マウスでの左クリック

ダブルタップ ("軽くたたく" を  
2 回)

マウスでの 
左ダブルクリック

プレス アンド ホールド (押して
一時停止し、上げる) マウスでの右クリック

ドラッグ (押して移動し、上げる) マウスでの左ドラッグ

プレス アンド ホールド アンド 
ドラッグ (押して一時停止した 
のち移動し、上げる)

マウスでの右ドラッグ

選択 (押して選択可能オブジェ 
クト上を移動したのち、上げる) マウスでの選択

──	フリック
フリックとは簡単なジェスチャーであり、キーボード ショート
カットとほぼ同等です。ナビゲーション フリックには、上へド
ラッグ、下へドラッグ、戻る、進むがあり、編集フリックには、
コピー、貼り付け、元に戻す、削除があります。フリックを使
用するには、プログラムが関連するキーストロークのコマンド
に対応していることだけが必要です。または、プログラムでイ
ベントを直接処理できれば問題ありません。

▲ これは、Windows 7 の 8 個のフリック ジェスチャーとその既定の割り
当てです。ナビゲーション フリックは、スクロール (オブジェクトがジェ
スチャーとは反対の方向に移動) ではなく、パン (オブジェクトがジェス
チャーに一致する方向に移動) に対応するように変更されています。

▲ これは、Windows Vista の 8 個のフリック ジェスチャーと 
その既定の割り当てです。

ナビゲーション フリックでは、学習や記憶が容易になるように
自然な割り当てが行われています。編集フリックは高い精度が
必要な斜め方向への移動で、割り当てはあまり自然ではないた
め ([ごみ箱] の方向にフリックすると削除され、[戻る] 矢印の
方向にフリックすると元に戻す処理が行われます)、既定では有
効にされていません。すべてのフリック操作は、コントロール 
パネル項目のペンと入力デバイスを使用してカスタマイズする
ことができます。

フリック 生成される対応メッセージ

左へフリック [進む] コマンド (Windows Vista では 
[戻る] コマンド) 

右へフリック [戻る] コマンド (Windows Vista では 
[進む] コマンド) 

上へフリック キーボードでの下へスクロール 

下へフリック キーボードでの上へスクロール 

左上へフリック キーボードでの削除

左下へフリック キーボードでの元に戻す

右上へフリック キーボードでのコピー

右下へフリック キーボードでの貼り付け

──	アプリケーション	ジェスチャー
アプリケーションでは、他のジェスチャーも定義し処理するこ
とができます。Microsoft Gesture Recognizer では、40 ジェ
スチャー以上認識することができます。アプリケーション ジェ
スチャーを使用するには、プログラムで認識するジェスチャー
を定義し、発生したイベントを処理する必要があります。
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──	ホバー
ホバーは、操作を開始する前にヒントによって追加情報を得ら
れるため、便利な操作です。ヒントによって追加情報を得るこ
とで、ユーザーは自信が付き、ミスが少なくなります。

残念なことに、ホバーはタッチ	テクノロジーではサポートされ
ていないため、指を使ってホバーを行うことはできません。こ
の問題の簡単な解決策は、ホバーを十分に活用することですが、
それは操作を実行する必要がない場合に限ります。これは、通
常、実際にはこの操作はクリックでも実行でき、必ずしもまっ
たく同じ方法で実行するとは限らないということです。

▲ この例では、今日の日付をホバー、クリックのいずれかで確認できます。

──	応答性と一貫性
応答性は、直接的で魅力的なタッチ	エクスペリエンスを作り出
すのに不可欠です。直接的な感じを与えるには、ジェスチャー
が即座に効果を現し、ジェスチャーの間、ユーザーの指でオブ
ジェクトの接点が滑らかに保たれることが必要です。操作の効
果は、ユーザーの動きに直接対応している必要があります。た
とえば、ユーザーが指を 90° 回転させると、オブジェクトも 
90° 回転するようにします。応答が遅れる、安定しない、接点
が失われる、正確に応答しないなどが起こると、直接操作の感
覚も魅力もなくなります。

一貫性は、自然で直感的なタッチ	エクスペリエンスを作り出す
のに不可欠です。ユーザーが標準のジェスチャーを習得した場
合、そのジェスチャーがすべてのアプリケーション プログラム
で同じ効果を生むと考えます。混乱や不満をなくすため、標準
のジェスチャーには非標準の意味を割り当てないでください。
プログラムに特有の対話操作にはカスタム ジェスチャーを使
用します。

寛容性
タッチが自然で、表現力豊かで、効率的で、魅力的なものであ
る要因は、その直接性にあります。実際、タッチ操作は直接操
作と言われることがよくあります。ただし、直接操作を行う場
面では、操作ミスが起こる可能性があり、そのために寛容性が
必要になります。

"寛容性" とは、好ましくない操作を簡単に元に戻したり、修正
したりできることです。タッチ エクスペリエンスで寛容性を
確保するには、元に戻す操作を行う、適切な視覚的フィードバッ
クを行う、使用頻度の高いコマンドとリスクのあるコマンドと
の間の物理的な区切りをはっきりさせる、ユーザーがミスを簡
単に修正できるようにする、といった方法があります。寛容性
に関連して、好ましくない操作が実行されることを最初の段階
で防ぐこともできます。これは、意図しない結果を招く可能性
がある危険な操作やコマンドに対して、制限付きのコントロー
ルと確認を使用することで実現できます。

──	テキストの編集
テキストの編集は、指を使用する場合、最も困難な操作の 1 つ
です。選択範囲が限定されたコントロール、適切な既定値、オー
トコンプリート機能を使用すると、テキスト入力の必要性が
なくなるか減少します。ただし、プログラムにテキストの編
集が含まれる場合、タッチ使用時に既定で自動的に入力	UI	
を最大	150%	拡大すると、ユーザーの生産性を上げることが
できます。

たとえば電子メール プログラムでは標準のタッチ可能なサイ
ズで UI を表示しますが、メッセージ作成時に入力 UI を 
150% に拡大することができます。

▲ この例では、入力 UI が 150% に拡大されています。
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6	つの重要な点	

1.	Windows プログラムに適切なタッチ エクスペリエン
スが備わっているようにします。ユーザーが指を使用
し、プログラムの最も重要なタスクを効率よく実行で
きることが必要です (最低でも、そうしたタスクで多
量のタイピングや精緻なピクセル操作を必要としない
ようにします)。

2.	コモン コントロールについては、標準的なコントロー
ルのサイズを使用します。その他のコントロールでは、
静的な外観が非常に小さい場合でも、クリック対象領
域が 23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU) 以上になる
ようにします。

3.	ホバーを使用しますが、これが操作を実行する唯一の
方法にならないようにします。ホバーは、ほとんどの
タッチスクリーン テクノロジーでサポートされてい
ません。

4.	直接的で魅力的なエクスペリエンスを作り出すには、
ジェスチャーが即座に反映され、ジェスチャーの間、
ユーザーの指で接点が滑らかに保たれ、ジェスチャー
の効果が直接ユーザー動作に割り当てられるようにし
ます。

5.	自然で直感的なエクスペリエンスを作り出すには、適
切な標準ジェスチャーをサポートし、それぞれの標準
の意味を割り当てます。プログラムに特有の対話操作
にはカスタム ジェスチャーを使用します。

6.	プログラムで、特にリスクのあるコマンドなどの好ま
しくない操作を元に戻したり、修正したりできるよう
にします。タッチ操作では、操作ミスが起こる可能性
が高くなります。

ガイドライン

コントロールの使い方

■ コモン	コントロールを優先して使用します。ほとんどのコ
モン コントロールは、適切なタッチ エクスペリエンスをサ
ポートするようデザインされています。

■ タッチをサポートするようにデザインされたカスタム	コン
トロールを選択します。プログラムに特有のエクスペリエ
ンスをサポートするカスタム コントロールが必要になるこ
とがあります。次のようなカスタム コントロールを選択し
ます。

簡単にタッチできる十分な大きさのサイズに設定できる。

弾みや抵抗などを付けることによって、操作時に現実世
界のオブジェクトのように移動したり反応したりする。

ユーザーが簡単にミスを修正できるようにして寛容性を
確保している。

クリックやドラッグによる間違いの寛容性を確保してい
る。移動先の近くにドロップされたオブジェクトが正し
い位置にドロップされるようにします。

指がコントロールの上に重なっている場合でも、波及効
果のようにはっきりとフィードバックが見える。

■ できるだけ制約付きコントロールを使用します。テキスト
入力の負担を減らすために、テキスト ボックスのような制
約のないコントロールではなく、リストやスライダーと
いった制約付きコントロールをできる限り使用します。

■ 適切な既定値を設定します。最も安全 (データの消失やシ
ステム アクセスが失われることを防ぐため) で、最もセ
キュリティの高いオプションを既定で選択します。安全性
およびセキュリティを判断要素として考える必要がない場
合は、最もよく使用されるオプションまたは最も便利なオ
プションを選択し、不要な対話操作を省きます。

■ テキストのオートコンプリート機能を実装します。最もよ
く使用されるか最近使用された入力値の一覧を提供し、テ
キスト入力を簡易化します。

■ 複数の選択項目を使用する重要なタスクについては、標準
的な複数選択リストが通常使用される場合は代わりに
チェック	ボックス	リストを使用するオプションを提供し
ます。

コントロールのサイズ

■ コモン	コントロールについては、コントロールに推奨され
るサイズを使用します。推奨されるコントロールのサイズ
は、23 × 23 ピクセル (13 × 13 DLU) の最小サイズ以上
です。ただし、チェック ボックスやラジオ ボタン (テキス
ト ボックスの幅でいくらかサイズが埋まります)、スピン 
コントロール (タッチでは操作できませんが、冗長になっ
ています)、およびスプリッターを除きます。

•
•

•

•

•
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▲ 推奨されるコントロールのサイズは簡単にタッチできます。

■ 最も重要なコマンドや最も使用頻度の高いコマンドに使用
するコマンド	ボタンでは、実際に使用する場合、必ず最小
サイズ	40	×	40	ピクセル	(23	×	22	DLU)	を使用しま
す。そうすることで速度や正確さが向上し、ユーザーがよ
り快適に感じるようにもなります。

▲ 実際に使用する場合、重要なコマンドや使用頻度の高いコマンドには 
大きめのコマンド ボタンを使用します。

■ その他のコントロールの場合、次の点に留意します。

大きめのクリック対象を使用する。小さいコントロール
では、対象のサイズを静的に表示されている UI 要素よ
りも大きくします。たとえば、16 × 16 ピクセルのアイ
コン ボタンには、23 × 23 ピクセルのクリック対象ボタ
ンを設定し、テキスト要素には、テキストよりも幅が 8 
ピクセル、高さが 23 ピクセル大きい選択範囲を設定で
きます。

正しい例:
　

•

間違った例:

正しい例:

▲ 正しい例では、クリック対象が静的に表示されている  
UI 要素よりも大きくなっています。

冗長なクリック対象を使用する。コントロールに冗長な
機能がある場合、クリック対象が最小サイズよりも小さ
くなってもかまいません。

たとえば、ツリー ビュー コントロールで使用される段階
的表示の三角形は 6 × 9 ピクセルしかありませんが、そ
の機能は関連するアイテム ラベルと重複しています。

▲ ツリー ビューの三角形は小さすぎて簡単にタッチできませんが、 
関連する大きなラベルと機能において冗長になっています。

■ システムのメトリクスを尊重します。すべてのサイズでシ
ステムのメトリクスを使用し、ハードウェア組み込みのサ
イズは使用しません。必要な場合は、ユーザーがシステム
のメトリクスまたは dpi を適宜変更することができます。
ただし、通常はユーザー側でシステム設定を調整して UI 
を使用可能にすることは望ましくないので、これは最終的
な手段にします。

▲ この例ではメニューの高さに関して、システムのメトリクスが 
変更されています。

•
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コントロールのレイアウトと間隔

■ 最も使用されると思われる場所に近いところにコントロー
ルを配置するレイアウトを選択します。できる限り狭い範
囲にタスクの対話操作を収めます。コモン タスクとドラッ
グでは特に、手の移動距離が長くならないようにします。

■ 推奨される間隔を使用します。推奨される間隔はタッチに
適しています。

■ 対話型コントロールの間隔は、隣のコントロールと接触し
ているか、5	ピクセル	(3	DLU)	以上空いているかのどち
らかにする必要があります。そうすることで、ユーザーが
目的のターゲットの外側をタッチしても混乱しません。

■ コマンド リンク、チェック ボックス、ラジオ ボタンなど
のコントロールのグループ内およびグループ間では、推奨
される上下の間隔よりも広く間隔を空けます。そうするこ
とで、差異化しやすくなります。

■ タッチを使って操作を開始する場合、垂直方向の推奨され
る間隔を動的に広げることを検討します。間隔を広げるこ
とで、オブジェクトを区別しやすくなりますが、キーボー
ドやマウスを使用する場合、間隔を広げなくても簡単に区
別できます。間隔は、通常サイズの 3 分の 1 または 8 ピ
クセル以上追加します。

▲ この例では、Windows 7 のタスク バーの ジャンプ リスト は、 
タッチを使って表示するときに間隔が広がります。

対話操作

■ ホバーを唯一の操作にしません。ホバーを利用しますが、
操作を実行する必要がない場合に限ります。これは、通常、
実際にはこの操作はクリックでも実行でき、必ずしもまっ
たく同じ方法で実行するとは限らないということです。ホ
バーはほとんどのタッチ テクノロジーではサポートされて
いないため、そうしたタッチスクリーンを使用している
ユーザーは、ホバーを必要とするタスクを実行できません。

■ テキスト入力が必要なプログラムでは、次の方法で、タッ
チ	キーボード機能を完全に統合します。

ユーザー入力のための適切な既定値を用意する。

必要に応じて、オートコンプリートの候補を用意する。

•
•

■ プログラムにテキスト編集を必要とするタスクがある場
合は、ユーザーがコンテンツ	UI	を拡大できるようにしま
す。タッチ使用時は自動的に 150% に拡大されるように
します。

■ 必要に応じて、スムーズに応答するパンやズームを実行し
ます。応答し続けるために、パンやズームの後にすばやく
再描画します。これは、直接操作が真に直接的な感覚をも
たらすために必要です。

■ パンまたはズーム中、ジェスチャー全体にわたって接触ポ
イントが指の下から放れないようにします。そうしないと、
パンやズームを制御しにくくなります。

■ ジェスチャーは記憶されるため、プログラム全体で一貫し
て意味を割り当てます。確定した意味を持つジェスチャー
に別の意味を割り当てないでください。適切なプログラム
特有のジェスチャーを使用します。

Windows	タッチ	ジェスチャー
次のジェスチャーをプログラムで使用できる場合、必ず使用し
ます。これらは最も便利で自然なジェスチャーです。

──	パン
 入力状態: 1 本または 2 本の指で画面に触れます。

 動作: 互いの指が同じ位置をキープしたままドラッグし
ます。

 終了状態: 最後の指を画面から放すと、ジェスチャーが終了し
ます。

 効果: 指が動くと、直ちに下のオブジェクトが移動します。
ジェスチャー全体にわたって、接触ポイントが指の
下から離れないようにします。

▲ パンのジェスチャー。
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──	ズーム
 入力状態: 同時に 2 本の指で画面に触れます。

 動作: 2 本の指を軸に沿って引き離すか、合わせ (つまみ) 
ます。

 終了状態: 指を画面から放してジェスチャーを終了させるか、
指で軸を中断します。

 効果: 指が軸から離れたり、軸に近づいたりすると、直ち
に下のオブジェクトが拡大したり、縮小したりしま
す。ジェスチャー全体にわたって、接触ポイントが
指の下から離れないようにします。

▲ ズームのジェスチャー。

綿密にアニメーション化を行う場合、パン中にズームできるよ
うになると、効果的かつ効率的に操作できます。

──	回転
 入力状態: 同時に 2 本の指で画面に触れます。

 動作: 1 本または 2 本の指を、2 本の指をつなぐ直線に対
して垂直に動かし、他方を軸にして回転させます。

 終了状態: 指を画面から放すと、ジェスチャーが終了します。

 効果: 指の回転と同じだけ下のオブジェクトが回転しま
す。ジェスチャー全体にわたって、接触ポイントが
指の下から離れないようにします。

▲ 回転のジェスチャー。

回転は、一定の種類のオブジェクトでのみ有効であるため、
Windows システムの操作には対応しません。

回転は、ユーザーによってさまざまな動作になることがよくあ
ります。軸指の周りで指を回転させる場合もあれば、両方の指
を円を描くように回転させる場合もあります。ほとんどの場合、
2 本を組み合わせて、1 本の指を他方よりも動かして回転させ
ます。任意の角度へのスムーズな回転は、写真の閲覧などの多
くのコンテンツで最も効果的な操作ですが、ユーザーが手を放
すと、90° 回転した状態に落ち着くのが最適な操作です。写真
の編集では、写真のゆがみを修正するために小さな回転を使用
できます。

──	マルチ	タップ
 入力状態: 同時に 2 本の指で画面に触れます。

 動作: 動作はありません。

 終了状態: 指を画面から放すと、ジェスチャーが終了します。

 効果: 指の間にあるオブジェクトの既定の表示をズームし
たり、復元したりすることもできます。

▲ マルチ タップのジェスチャー。

──	プレス	アンド	タップ
 入力状態: 1 本の指で画面に触れ、その後 2 本目の指で触れます。

 動作: 動作はありません。

 終了状態: 2 本目の指を画面から放すと、ジェスチャーが終了
します。

 効果: 最初の指の下にあるオブジェクトの右クリックを実
行します。

▲ プレス アンド タップのジェスチャー。
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寛容性

■ [元に戻す]	コマンドを用意します。すべてのコマンドに元
に戻す簡単な方法を用意するのが理想的ですが、プログラ
ムにはコマンドの効果を元に戻すことができないものが含
まれていることがあります。

■ 実用的な場合は必ず、指が触れていることの適切なフィー
ドバックを提供しますが、指が離れるまでは操作が反映さ
れないようにします。こうすると、ユーザーは事前に間違
いを修正できます。

■ 実用的な場合は必ず、ユーザーが簡単に間違いを修正でき
るようにします。指を離したときに操作が反映される場合
は、指が触れている間にスライドによって間違いを修正で
きるようにします。

■ 実際の操作では、動作に抵抗を示すことで直接操作が実行
できないことを示します。動作が起こるようにしても、オ
ブジェクトを放すと元の位置に戻るようにして、操作が認
識されても実行できないということを明確に示します。

■ 頻繁に使用されるコマンドとリスクのあるコマンドを、物
理的にはっきり見分けられるようにします。そうでない場
合、リスクのあるコマンドを誤ってタッチするおそれがあ
ります。その結果が広範囲におよび、簡単に元に戻せない
か、結果がすぐには表れない場合は、リスクのあるコマン
ドと見なされます。

■ リスクのある操作のコマンドまたは意図しない結果をもた
らすコマンドを確認します。このためには、確認ダイアロ
グ ボックスを使用します。

■ タッチを使ったときに誤って実行しがちで、気付かないま
まになるか、元に戻すのが難しい他の操作を確認すること
を検討します。通常、これを日常的な操作に対する確認と
いいますが、このようなコマンドはマウスやキーボードで
は誤って発行されることがあまりないことを想定し、推奨
されていません。不要な確認を行わないようにするには、
タッチを使ってコマンドが開始された場合にのみ、確認ダ
イアログ ボックスを表示します。

▲ 日常的な操作に対する確認は、ユーザーがタッチを使って 
よく誤って実行する操作で利用できます。
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■	 メイリオと	Meiryo	UI
Microsoft Windows 上でユーザーがもっとも利用するユー
ザー インターフェイス（UI）要素はテキストです。Segoe UI 
は欧文用の Windows のシステム フォントですが、日本語のテ
キスト表示にはメイリオが標準で使用されます。欧文用、和文
用ともに既定のフォント サイズは 9 ポイントです。

Windows 7 では新しいユーザー インターフェイスとしてリボ
ン コントロールを採用しました。リボン コントロールはユー
ザーの直観的な操作を可能にするためにアイコンを多用します
が、それらのアイコンとともに表示されるテキスト領域は、通
常の UI で確保されるテキスト領域に比べて必ずしも十分な広
さがあるとは限りません。そうしたリボン上に表示する	UI	テ
キストに最適なのが	Meiryo	UI	フォントです。

メイリオと Meiryo UI とはそれぞれ独立したフォントですが、
いずれも ClearType に最適化された可読性の高い日本語フォ
ントです。メイリオの和文文字はすべて日本語組版で標準的な
いわゆる全角幅でデザインされており、本文用としても UI 用
としてもあらゆる世代に読みやすく設計されています。一方 
Meiryo UI はその名に示すように、UI として多用されるカタ
カナやひらがなに関して、狭い領域でも可読性を失うことがな
いように字面および字間、行間を調整し、Windows 7 の新しい 
UI プラットフォームであるリボンに最適化しています。

▲ メイリオ フォント

▲ Meiryo UI フォント
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Appendix

■	 Windows	ユーザー	エクスペリエンス	ガイドライン	オンライン版	目次
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa511258.aspx

対話操作	
 ○ キーボード
 ○ マウスとポインター
 ◉ タッチ
 ○ ペン
 ○ アクセシビリティ

ウィンドウ	
 ○ ウィンドウの管理
 ○ ダイアログ ボックス
 ○ コモン ダイアログ
 ○ ウィザード
 ○ プロパティ ウィンドウ

外観	
 ○ レイアウト
 ○ ウィンドウ枠
 ○ フォント
 ○ 色
 ○ アイコン
 ○ 標準アイコン
 ○ グラフィック要素
 ○ サウンド

エクスペリエンス	
 ○ ソフトウェアのブランド化
 ○ ファースト エクスペリエンス
 ○ 印刷

Windows	環境	
 ◉ デスクトップ
 ○ スタート メニュー
 ◉ タスク バー
 ○ 通知領域
 ○ Windows デスクトップ ガジェット
 ○ コントロール パネル
 ○ ヘルプ
 ○ ユーザー アカウント制御

ビジュアル索引

用語集

◉	は本冊子に収録されている項目です。

デザイン原則	
 ◉ Windows ユーザー エクスペリエンスのデザイン原則
 ○ よくあるガイドラインからの逸脱
 ◉ 優れたユーザー エクスペリエンスをデザインする方法
 ◉ パワフルかつシンプルに
 ○ Windows Presentation Foundation を使ってデザイン

コントロール	
 ○ バルーン
 ○ チェック ボックス
 ○ コマンド ボタン
 ○ コマンド リンク
 ○ ドロップダウン リストとコンボ ボックス
 ○ グループ ボックス
 ○ リンク
 ○ リスト ボックス
 ○ リスト ビュー
 ○ 進行状況バー
 ○ 段階的表示
 ○ ラジオ ボタン
 ○ 検索ボックス
 ○ スライダー
 ○ スピン コントロール
 ○ ステータス バー
 ○ タブ
 ○ テキスト ボックス
 ○ ツールヒントと情報ヒント
 ○ ツリー ビュー

コマンド	
 ○ メニュー
 ○ ツール バー
 ◉ リボン

テキスト	
 ○ ユーザー インターフェイス テキスト
 ○ スタイルとトーン

メッセージ	
 ○ エラー
 ○ 警告
 ○ 確認
 ○ 通知






