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2015年は “WAI-ARIA” 元年。
（ウェイ・アリア）
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2015年の
「アクセシビリティ」

10大 トピックス
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10大トピックス



2015年の「アクセシビリティ」10大 トピックス
 Google Document, Spreadsheet, Slides, Drive がスクリーン
リーダーで利用可能に

Webアクセシビリティに関する書籍が続々刊行
アクセシビリティに関連するイベントやワークショップが全国各地
で開催

 Foundation や Bootstrap など CSS フレームワークで WAI-ARIA 
対応が進む

WebアクセシビリティテストのためのJavaScriptライブラリー
「aXe」 (Accessibility Engine) を Deque Systems がオープン
ソースで一般公開



2015年の「アクセシビリティ」10大 トピックス
 Authoring Tool Accessibility Guidelines（ATAG） 2.0が

W3C 勧告へ
 User Agent Accessibility Guidelines（UAAG） 2.0は

Working Group Note に
 Microsoft や Facebook など IT 企業や大学が、技術系の学生の
アクセシビリティ教育を推進する目的のワーキング・グループ、
「Teaching Accessibility」を設立

アメリカの Amazon や Netflix のオンライン動画配信サービスで、
キャプションや音声解説を提供する動きが加速

日本国内で高年齢層でのインターネット利用が今年も拡大傾向



植木が選ぶ
2015年のトピック



全国各地で「Webアクセシビリティ」
セミナー（都内）：
アクセシビリティやるぞ！祭り

ワークショップ（都内）：
AccHop!!



全国各地で「Webアクセシビリティ」
勉強会（大阪で計8回）：
D2D アクセシビリティ勉強会

講座（仙台、高松、大阪、東京、岡山）：
Webアクセシビリティの学校



「Webアクセシビリティ」の書籍・電子書籍

コーディングWebアクセシビリ
ティ

デザイニングWebアクセシビリ
ティ

わかりやすい「WAI-ARIA 1.0」
仕様解説書



あなたにもある!?

「アクセシビリティ」
あるある
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伊原 力也
（ビジネス・アーキテクツ）

Rikiya IHARA



あるあるの前に
アクセシビリティことはじめ



アクセシビリティとは？



ユーザビリティ
特定ケースでの「使える度」

アクセシビリティ
「使える度」の「幅広さ」

Use

特定の目的を達成するために、特定の利用者が、
特定の利用状況で、有効性、効率性、そして満足とともに

ある製品を利用することができる度合い
ISO 9241-11

様々な能力を持つ幅広い層の人々に対する
製品、サービス、環境又は施設のユーザビリティ

ISO 9241-20（JIS X 8341-1:2010）

Use

Goal



この会場にいるあなたですら、使いにくいWebサイト

その使いにくさは、人によっては「使えない」になる

使いにくさは「使えない」を生む

Use



あるある
早く言いたい♪

http://dengekionline.com/elem/000/000/660/660185/

http://dengekionline.com/elem/000/000/660/660185/


前編
つらいフォームあるある



操作を封じてくる



こだわりのひと手間



読めないCAPTCHA



暴発の罠



応用：悪意のある罠



意味がわからないエラー表示



ブラウザで戻るとエラー



10分で強制ログアウト



最後に裏切ってくる



対策：ちゃんと設計する

そもそもの機能要求をちゃんと確認する

他の手段で実現できないか検討する

プロトタイプを作りながら設計する

簡易でもユーザビリティテストを行う



アクセシビリティ vs セキュリティ

http://www.slideshare.net/yoshinoriohta18/a11y-vs-security
http://www.slideshare.net/yoshinoriohta18/a11y-vs-security


後編
つらいUIあるある



オシャレ低コントラスト



拡大禁止の呪い



勝手に画面上端にスナップ



勝手に音が鳴ってしまう



地図ばかりがスクロール



押せるのか？押せないのか？



同じなのか？違うのか？



お前は何を言っているんだ



対策：セオリーを理解する

コントラストはツールで測って基準値を満たす

ページ側での拡大縮小に関する指定は避ける

ページ側から勝手に何かを動かすことは避ける

アイコンとテキストは一対のセットにする



Colorable
Color palette combination contrast tester

http://jxnblk.com/colorable/demos/matrix/
http://jxnblk.com/colorable/demos/matrix/


対策：環境とプロセスを整える
いろいろなデバイスや支援技術を手元に用意する

プロトタイプを作りながら設計する

簡易でもユーザビリティテストを行う

スタイルガイドやパーツリストを作って共有する



あなたのあるある体験を避ければ
アクセシビリティは向上する！



書籍「デザイニングWebアクセシビリティ」

セッション終了後に、2名様にプレゼント！



中根が選ぶ
2015年のトピック



2015年は「WAI-ARIA」元年
Google Drive, Docs, Sheets, Slides



2015年は「WAI-ARIA」元年
CSS フレームワーク：
Foundation

CSS フレームワーク：
Bootstrap



「WAI-ARIA」とは？
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太田 良典
（ビジネス・アーキテクツ）

Yoshinori OHTA



WAI-ARIAとは?
WAI = Web Accessibility Initiative
ARIA = Accessible Rich Internet Applications

Rich Internet Applications をアクセシブルに!



WAI-ARIAはどんなときに必要?
普通にHTMLで表現できるものはそのままで問題ない
既存のHTMLで表現できないようなものは、
そのままではアクセシブルにならないことがある

例: タブ、ダイアログなど



スクリーンリーダーで困るケース1

アクセシビリティに配慮していないタブ実装
(デモ)



このタブ実装の問題点
<ul class="tablist"> 
<li id=“tab1” class=“tab selected”>Crust</li>

class名に “tab” とついているものの、単なるulとli
スクリーンリーダーは「リスト」として認識する
キーボードフォーカスが当たらず、キーボード操作不能
※デモではフォーカスが当たるように調整してあります。



WAI-ARIAを使って一工夫
<ul class="tablist" role="tablist"> 
<li id="tab1" class="tab selected" aria-controls="panel1" 
aria-selected="true" role="tab" tabindex="0">Crust</li> 

 role属性で “tablist” “tab” を指定することで、
スクリーンリーダーは「タブ」として認識できる

 tabindex を指定することで、フォーカスが当たるようにした
その他、タブの押されている状態や、
対応するコンテンツ (タブの中身) との関係性を明示



WAI-ARIAを使ったタブ実装の例

WAI-ARIAを使ったタブ実装
(デモ)



スクリーンリーダーで困るケース2

アクセシビリテイに配慮していないダイアログ
(デモ)



このダイアログ実装の問題点
<div id=“modal”>

 idが “modal” となっているものの、単なるdivであり、
ダイアログであると認識されない

ダイアログが出ても、コンテンツをそのまま読み続けてしまう
このdivがHTMLの末尾にあるため、
コンテンツを最後まで読まないと存在に気づかない

ダイアログ非表示の時も中身が読まれてしまう



WAI-ARIAを使って一工夫
<div id=“modal” aria-hidden=“true” aria-
labelledby=“modalTitle” aria-
describedby=“modalDescription” role=“dialog”>

 role属性で “dialog” を指定することで、
スクリーンリーダーは「ダイアログ」として認識できる
さらに、ダイアログのタイトルや内容との関係性も指定

 aria-hidden=“true” を指定することで、
非表示の際に読まれないようにする

 JavaScriptでaria-hiddenの切り換えとフォーカス移動を実装



WAI-ARIAを使ったダイアログ実装の例

WAI-ARIAを使ったダイアログ実装
(デモ)



WAI-ARIAをはじめるには?
WAI-ARIAの仕様書を読む
WAI-ARIAの関連文書を読む
本を読む



Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0
http://www.w3.org/TR/wai-aria/



WAI-ARIA 1.0 日本語訳
http://momdo.github.io/wai-aria/



Notes on Using ARIA in HTML
http://www.w3.org/TR/aria-in-html/



ARIA in HTML 日本語訳
http://momdo.github.io/html-aria/



書籍「コーディングWebアクセシビリティ」

セッション終了後に、2名様にプレゼント！



わかりやすい「WAI-ARIA 1.0」仕様解説書 [Kindle版] 
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B016XKNV9M/



2016年の
Webアクセシビリティ
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伊原 力也
（ビジネス・アーキテクツ）

2016年の
Webアクセシビリティ



太田 良典
（ビジネス・アーキテクツ）

2016年の
Webアクセシビリティ



植木 真
（インフォアクシア）

2016年の
Webアクセシビリティ



中根 雅文
（AccSell）

2016年の
Webアクセシビリティ



AccSell Meetup 



THANK YOU!
We wish you a Happy New Year!
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