
iPhoneが視覚障害者の
くらしを変える?
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Voice of i-見えなくても使えるiPhone



標準搭載されているアクセシビティ

• 視覚サポート
VoiceOver(スクリーンリーダ）
ズーム

色反転

拡大鏡

• 身体機能および操作
アシスティブタッチ

スイッチコントロール

フルキーボードアクセス

• 聴覚サポート
サウンド認識

モノラルオーディオ

字幕（クローブドキャプション＋SDH)

2009年6月に販売開始されたiPhone 
3GSには、アクセシビリティ機能の一つ
としてVoiceOverが組み込まれました。
これはスクリーンリーダ、画面の見えな
いユーザが音声読み上げを頼りに操作

する機能です。特有のジェスチャを覚え

ることで、タッチパネルのスマートフォン
を使えるようになります。

2020年12月現在、iOS 14.2では以下
のようなアクセシビリティ機能を利用で
きます。

ここで紹介しているのは一部です。



生活の中に溶け込んできたiPhone
私が普段の暮らしの中で利用しているiPhoneの使い方です。

• 朝
アラームで起床

• 通勤中の電車の中
メールをチェック

TwitterとRSS Readerアプリでニュースをチェック

Podcast番組を聞く

• 買い物をする時
Apple PayやQR決済アプリで支払い

• 郵便物の宛名や印刷物を読みたい時
OCRアプリで文字認識

• 飲食店でメニューを確認したい時
アプリやウェブサイトで事前に確認

• 見知らぬ場所に出かける時
コンパスやマップ、ナビゲーションアプリを活用

• 人との連絡の時
SNSアプリでチャット、音声通話、ビデオ通話



iPhoneによって変えられた価値観
•タッチパネルの操作
これまで、駅の券売機、銀行のATMなどのタッチパネルは視覚障碍者にとって大きなハードルでした。
タッチパネルの製品を使えるということがもっとも価値観を変えられたことと言えます。

•初期設定は画面が見えなくてもできる
アップル製品は、箱を開けた後、視力に頼らなくても完了できる。

例）iPhone , iPad , Mac , Apple TV , Apple Watch , Home Pod

•その他の特徴
• 世間一般で注目されている製品と同じものが使える。
• 音楽、動画、金融などのサービスが利用しやすくなった。
• 旅行には身軽に出かけることができるようになった。
• グローバル端末であるため、世界中の視覚障害者と同じ使い方ができる。
• マイクロボランティアの存在



視覚支援ツールとしての役割

•カメラを利用してできること
文字認識

色識別

明るさ測定

紙幣識別

物体や風景の認識

顔認識

AR 各超現実

ビデオ通話



コミュニケーションツールとしての役割

•障害の種別を超えるアプリ
• 「UDトーク」
音声を文字に変換してくれるアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/ud%E3%83%88%E3
%83%BC%E3%82%AF/id666188441

• 「Voice4u AAC」
アイコンをタッチしてメッセージを伝えるアプリ
https://apps.apple.com/jp/app/voice4u-
aac/id339916109

• 「Be My Eyes」
ボランティアにビデオ通話を発信して、
カメラに映るものを教えてもらえるアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/be-my-eyes-
helping-blind- see/id905177575

•翻訳アプリを使っての
他言語の話者との情報交換

Google翻訳など

•家電の操作
人との会話だけでなく、スマート家電やス
マートリモコンを利用することにより、家電
製品とのコミュニケーションも取れるように
なってきています。

電話はライフラインの1つとして暮らしの中で重要な役割を果たしています。

iPhoneやAndroidのスマートフォンが普及したことにより、コミュニケーションの手段は増えて、ライフラインとして
より大きな役割を果たしています。

https://apps.apple.com/jp/app/ud%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF/id666188441
https://apps.apple.com/jp/app/ud%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF/id666188441
https://apps.apple.com/jp/app/voice4u-aac/id339916109
https://apps.apple.com/jp/app/voice4u-
https://apps.apple.com/jp/app/voice4u-aac/id339916109
https://apps.apple.com/jp/app/be-my-eyes-
https://apps.apple.com/jp/app/be-my-eyes-helping-blind-see/id905177575


Voice4u AAC

絵カードを介して意思を伝える

VOCA コミュニケーションアプリ



Voice4u AACのビ
デオ

絵カードを介して意思を伝える

VOCA コミュニケーションアプリ



使い方はどこで学ぶことができるのか

• Apple Accessibility（Aa）案内ページ
情報交換メーリングリスト

https://ml.nvsupport.org/mailman/listinfo/aa

• Appleサポート
電話：0120-277-535

https://getsupport.apple.com/

• 製品フィードバック-Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/feedback/

• Apple Vis
Apple製品について視覚障害者が情報提供している
オンラインリソース（英語）

https://www.applevis.com/

• 情報機器関連資料 日本ライトハウス
情報文化センター

Voice Overのジェスチャー一覧ファイルなど

http://www.lighthouse.or.jp/iccb/publications/index_

publications/jyohokiki/

• Voice of i 見えなくても使えるiPhone
（ゲートウェイ）

筆者のブログ

http://voicei.seesaa.net/

VoiceOver環境で使うには、特有のジェスチャーを覚える必要があります。
もっとも参考になるのは視覚障害ユーザに教えてもらうことです。

身近に使っている人がいなければ、メーリングリストなどで情報を収集するのがよいでしょう。

Apple Storeにもアクセシビリティのことに詳しいスタッフがいるので、問い合わせてみましょう。

https://ml.nvsupport.org/mailman/listinfo/aa
https://getsupport.apple.com/
https://www.apple.com/jp/feedback/
https://www.applevis.com/
http://www.lighthouse.or.jp/iccb/publications/index_
http://www.lighthouse.or.jp/iccb/publications/index_publications/jyohokiki/
http://voicei.seesaa.net/


世界共通の道具

iPhoneはグローバルで販売されている製品ということで、
他の国に住む視覚障害者も同じ操作で使えるわけです。

ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業で様々な

障害のある研修生が毎年来日していますが、

研修生に貸与される携帯電話はiPhoneです。
表示言語の切り替えも可能であり、障害の違いがあっても

操作できるユニバーサルな電話だからです。



英語で配信されているPodcast番組パート1
Apple Vis
https://www.applevis.com/

AT Banter Podcast
https://atbanter.podbean.com/

Assistive Technology at Easter Seals 
Crossroads
https://www.eastersealstech.com/

Blind Abilities
http://blindabilities.com/

the Blind Bargains Qast
https://www.blindbargains.com/

Change Makers: A Podcast from 
APH
https://www.buzzsprout.com/354
881

Double Tap Canada
https://double-tap-
Canada.simplecast.com/

Eyes On Success with hosts Peter and 
Nancy Torpey
http://podcast.eyesonsuccess.net/

Hadley Presents - Hadley
https://hadley.edu/HadleyPresents/

https://www.applevis.com/
https://atbanter.podbean.com/
https://www.eastersealstech.com/
http://blindabilities.com/
https://www.blindbargains.com/
https://www.buzzsprout.com/354881
https://double-tap-canada.simplecast.com/
http://podcast.eyesonsuccess.net/
https://hadley.edu/HadleyPresents/


英語で配信されているPodcast番組パート2
Inform & Connect Podcast | 
American Foundation for the Blind
https://www.afb.org/news-
publications/publications/inform-
and-connect-podcast

I See - Using various technologies 
from a blind persons perspective.
vision Australia
https://davidwoodbr.podbean.co
m/

Mosen At Large Podcast,with
Jonasane Mosen
https://mosen.org/mosenatla
rge/

Parallel - Relay FM
https://www.relay.fm/parallel

RNIB Tech Talk
https://audioboom.com/channel/
techtalkpodcast

Sight and Sound Technology 
Podcast
https://audioboom.com/channels
/4972917

The Tech Doctor Blog and Podcast
https://www.dr-carter.com/

https://www.afb.org/news-publications/publications/inform-and-connect-podcast
https://davidwoodbr.podbean.com/
https://mosen.org/mosenatlarge/
https://www.relay.fm/parallel
https://audioboom.com/channel/techtalkpodcast
https://audioboom.com/channels/4972917
https://www.dr-carter.com/


日本語で配信されているPodcast番組

Accessibility Around The World  A podcast on Anchor
https://anchor.fm/misono/
Accessibility Step Talk  A podcast on Anchor
https://anchor.fm/accessibility-step-talk/
JBICT 日本視覚障害者ICTネットワーク
https://jbict.net/journal/podcast
小鳩の愛～eye～（こばとのあい） | AM1422kHz ラジオ日本
http://yokohama.jorf.co.jp/kobato/

https://anchor.fm/misono/
https://anchor.fm/accessibility-step-talk/
https://jbict.net/journal/podcast
http://yokohama.jorf.co.jp/kobato/


iPodからiPhoneへ
iPadは2000年代前半、大人気の音楽プレーヤーでしたが、残念ながら画
面の見えないユーザには使えない製品でした。

2008年発売のiPod nanoに音声読み上げで操作できる機能が加わり、
そこからiOS Voice Overの展開が始まりました。

大きなきっかけになったのは、NFB、米視覚障害者連合（National
Federation of the Blind)がAppleに対して起こしていた裁判の結果でした。

Apple、iTunesのアクセシビリティー向上の取り組みを発表-Itmedia NEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/30/news022.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/30/news022.html


「見えなくても使える
iPhone」の由来

2012年8月、社会福祉法人日本盲人社会
福祉施設協議会の主催による

「第3回情報機器等支援者後援会」

こちらでiPhoneの使い方についての
講義を担当

2012年9月、日本ライトハウス展において
「見えなくても使えるiPhone」のステージで講
演。



2009年以降に生まれてきたサービス

• radikoの登場
2010年3月15日0時 実用化試験配信開始

2010年5月10日 iPhone版公式アプリリリース

2010年7月27日 Android版公式アプリリリース

2014年4月1日 radikoプレミアム、エリアフリー
聴取サービス開始

2016年10月11日 タイムフリー聴取の
実証実験開始

• LINEの登場
2011年6月 NHKネットラジオ

らじる★らじるの登場

2011年9月1日 サービス開始

2011年10月1日 Android公式アプリリリース

2011年10月26日 ios公式アプリリリース

• スマートスピーカーの登場
2014年11月6日 Amazon Echo スマートスピーカーが

アメリカの招待メンバー向けに提供開始

2016年11月4日 GoogleがGoogle Home
スマートスピーカーをアメリカで
提供開始

2017年10月6日 GoogleがGoogle Home スマートス
スマートスピーカーを 日本で
提供開始

2017年11月15日 Amazon Echo スマートスピーカーが
日本の招待メンバー向けに提供開始

• Netflixが日本でサービス開始
2015年9月2日 Apple Payの登場

2016年10月 QRコードを用いた決済サービス

2018年ごろ 複数の会社が参入



Apple Accessibility
メーリングリストで話題になったアプリ

2009年12月Voice of Daisy

2011年11月Light Detector

2011年11月LINE

2012年6月Ariadne GPS

2012年12月カラオケジョイサウンド

2013年3月iBooks

2013年5月Kindle

2013年5月Blind Square

2013年4月Tap Tap See

2015年1月Be My Eyes

2018年5月Seeing AI

2019年8月Envision AI



情報共有とフィードバックの力

iPhoneを使う視覚障害者が増えることで、開発元であるAppleや携帯電話会社は
アクセシビリティの必要性を肌で感じていることでしょう。

アプリの開発者によっては、Voice Over使用者から届いた改善リクエストを聴いて、
音声読み上げ環境でも使いやすく改良してくれる人たちがいます。

改善リクエストだけでなく、使用して便利だった点など、ポジティブなフィードバックを
届けることも大切です。

「Play Sections」 「280blocker」 「ハヤえもん」 「OTO-Mii（オトミィ）」

これからは公共サービスもスマートフォンを使えることを前提に開発されていく可能性があります。

それらのサービスを利用できない状態を避けるためにも、多くの声を届けることが必要になるでしょう。



今後への期待と不安

・身近にやってくる最新テクノロジー

・スマートフォンを所有していることが前提になっていく社会

・デジタルデバイド

・情報収集の難しさ


