
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モバイル ユーザー インターフェース
設計のベストプラクティス 

QlikViewテクニカル ブリーフ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published: April, 2011 

 

qlikview.com 

 



 

モバイル ユーザー インターフェース設計のベストプラクティス | 2 ページ 

モバイル ブラウザ用QlikView UI設計 

モバイル デバイスのブラウザ用ユーザー インターフェースの設計には、iPad のようにスクリ

ーン面積の大きなデバイスであっても、デスクトップ ブラウザ用とは異なる設計アプローチ

が必要です。これは、スクリーン面積の違いと、タッチ操作を組み込む必要性のためです。こ

のテクニカル ブリーフでは、iPad などのモバイル タブレット デバイス用の QlikView アプリ

ケーションを設計する際に採用すべきベストプラクティスについて説明します。iPad 機能は

QlikView 10 SR1 で導入されました。本ドキュメントは QlikView 11 に基づき作成されていま

す。 

 

 

限定された画面スペース 

画面スペースが限定されているため、どの UI オブジェクトを特定のシートに配置するかを決

定し、そこに配置する必要性を確認することが重要です。 

 

● iPad 固有の解像度に対応した構築 – 980 ピクセル幅 
iPad の画面サイズは 1024×768 ピクセルですが、iPad 固有の解像度はそれより少し小さ

めです。タブ行がある場合は 980×590、タブ行がない場合は 980×610 ピクセルで

QlikView アプリケーションを設計することをお勧めします。 

もちろん、デスクトップ ブラウザ標準のアプリケーション（1024×768 からナビゲーシ

ョン バーとタブ行を引いた大きさ）を構築することも可能ですが、iPad 上で使用するア

イコンは大きめであるため、デスクトップ ブラウザの通常の AJAX クライアントより高

さを要するナビゲーション バーとタブ行を考慮する必要があります。 

アプリケーションを 1024 ピクセル幅に設計すると、iPad はその幅が画面に適合するよう

にサイズ変更します。従って、設計にズーミングを使用できる場合は、iPad 用に別の設

計をする必要はありません。この場合、ベストプラクティスでは、QlikView シートの下

部にテーブル チャートなど高さが縮小される（つまり、データに合わせてサイズが変更

される）オブジェクトを配置しないよう注意が必要です。 

縦長または横長のいずれであるかに応じてスペースの利用方法を検討し、解像度の高さや

幅に注意しながらテストします。 

● 縦長か横長かの検討 
画面上のコンテンツによって、縦長表示の方が横長表示より適している場合と、その逆の

場合があります。どちらの表示でエンドユーザーの対話型操作が容易であるかを考えます。 

たとえば、アプリケーションがテーブル内に長いレコード リストを有することが多い場

合は、縦長を使用する方が簡単ですが、グラフなど、可視化して表示するチャートがある

場合は、横長を検討するのが最善です。これは、通常、x 軸の方が y 軸より長い（幅が広

い）ためです。 
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● コンテナ オブジェクト 
多くのチャートを 1 枚のシートに収める必要がある場合は、チャートを収めるコンテナ 
オブジェクトを利用して、多数の小さいオブジェクトを一度に見るのではなく、1 つの大

きいオブジェクトを一度に見ることができるようにします。 

● 検索オブジェクト 
画面スペースが制限されているため、配置できるリスト ボックス数にも制限があります。

最も頻繁に使用する項目にリスト ボックスを使用し、残りの必要な項目には検索オブジ

ェクトを利用します。 

● 同じ項目における色の使用 
複数のチャートが同じ項目を共有している場合は、一貫性のある色を使用して 1 つの凡

例が複数のオブジェクトを参照できるようにし、各チャート上のスペースを節約します。 

● グラフかテーブルか 
チャートとグラフにはテキストが多過ぎないことに注意し、代わりにデータ テーブルの

使用を検討します。 

 

可視性 

スペースが限定されているため、フォント サイズを小さくしてスペースを節約し、多くのオ

ブジェクトを収めるのは自然なことです。ただし、限られたスペースにすべてが小さく表示さ

れると、エンドユーザーにとって見にくいという点に留意してください。すべてが見やすく、

操作しやすいものがベストプラクティスです。モバイルでは、ユーザーは直接、指でインター

フェースを操作します。つまり、UI の各タッチポイントは、マウスではなく指で触れるのに十

分な大きさが必要です。 

● iPad ブラウザでサポートされている Arial またはその他のフォントの使用 
たとえば、「Tahoma」フォントは iPad Safari ブラウザではサポートされておらず、「Times 
New Roman」フォントとして表示されます。iPad で、フォントがデスクトップ ブラウ

ザと同じように表示されるかどうかを確認してください。 

● フォント サイズ – 最小 11 ポイント 
リスト ボックス – アプリケーションでの選択はタッチ操作で行われます。つまり、リス

ト ボックスに非常に小さなフォントが含まれていると、エンドユーザーは選択し難くな

ります。最小でも 11 ポイントを使用することをお勧めします。 

グラフ – グラフ内の凡例は参照用に使用され、直接、操作のために触れることはないた

め、小さめのフォント サイズを使用できます（最小 9 ポイントを推奨）。 

テーブル - テーブルは見やすさのために最小でも 10 ポイントを使用することをお勧め

しますが、非常に頻繁にテーブルを対話型操作する場合は、リスト ボックスと同じフォ

ント サイズにすることを検討してください。 
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使い勝手 

モバイル デバイスにはマウスポインタや右クリックがないことを覚えておくことが重要です。

指のタッチのみで何ができるかを考えてください。すべてが操作しやすく、そして触れやすく

なければいけません。 

● 選択表示 
現在の選択範囲を表示するオブジェクトを常に配置します（フィルターを適用）。たとえ

ば、「選択表示ボックス」などです。エンドユーザーはフィルターで選別されたオプショ

ンを対話型操作できます。なお、現在の選択範囲の表示内容は、テキスト オブジェクト

内で「GetCurrentSelections()」関数を使用することで呼び出すこともできます。これに

より、ユーザーが見ているデータにどのフィルターが適用されたかが追跡されます。 

「選択表示ボックス」を使用する場合は表示のフォント サイズを最小 10 ポイントにし、

対話型操作を行う場合は最小 11 ポイントにする必要があります。 

● 選択操作用ボタン 
適用されたフィルターの対話型操作方法をエンドユーザーが明確に分かるように、「クリ

ア」、「やり直し」、「元に戻す」というアクションにボタンを使用します。これらが、QlikView
アプリケーションの 3 つの基本操作であり、最も頻繁に使用されるボタンです。各オブ

ジェクトに選択を消去するメニューバーを設定することもできますが、ボタンを使用して

ユーザー インタ－フェースを操作する方が簡単です。 

● マルチボックスの使用回避 
タッチ式デバイスで、対話型操作のオブジェクトとしてマルチボックスを使用することは

推奨していません。代わりに、検索オブジェクトの使用を検討してください。マルチボッ

クスを使用するのは、選択した項目の情報を表示する場合です。たとえば、マルチボック

スには郵便番号、都道府県、市区町村、住所 1、住所 2 などの情報を含めることができま

す。この場合、アカウントを選択すると、マルチボックスにデータがきちんと表示されま

す。モバイル デバイスでは、マルチボックスを表示専用に使用することをお勧めします。 

● マウスを使用しないオプション 
チャートやグラフの場合は、表示するものを可視化すること（可能であれば、凡例、デー

タ ポイントのラベル）で分かるようにし、「マウスを置く」という動作を不要にします（こ

の動作は iPad 上では不可能なため）。 

● キャプションの特殊アイコン 
各オブジェクトで特殊アイコンを使用します。特殊アイコンには、リスト ボックス上で

簡単な操作を行う「クリア」アイコン、項目を対話型操作するオプションの全リストを表

示する「メニュー」アイコンなどがあります。  

 
© 2010 QlikTech International AB. All rights reserved. QlikTech, QlikView, Qlik, Q, Simplifying Analysis for Everyone, Power of Simplicity, New Rules, The Uncontrollable Smile and 
other QlikTech products and services as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of QlikTech International AB. All other company names, products and 
services used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The information published herein is subject to change without notice. This publication is for 
informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and QlikTech shall not be liable for errors or omissions with respect to this publication. The only 
warranties for QlikTech products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting any additional warranty. 


	モバイル ユーザー インターフェース設計のベストプラクティス
	モバイル ブラウザ用QlikView UI設計
	限定された画面スペース
	可視性
	使い勝手

