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１ 視覚障害者を取り巻く ICT 環境の実態と課題 

 

1-1 iPhoneの登場：第一世代の支援技術から第二世代へ 

 1990年代の中頃から、インターネットやスクリーンリーダーの普及によって、視

覚障害者もパソコンやインターネットを使用するようになりまりました。例えば、

ネットを使ってリアルタイムな情報を得ること、メールをすること、ネットショッ

ピングなどをできるようになり、志摩氏は活動報告の中で、買わずに商品・製品の

情報を得ることができる、ネットによるウィンドウショッピングを素晴らしいこと

であったと評価しています。 

 iPhone に VoiceOver が組み込まれた 2009 年、アメリカの AFB(American 

Foundation for the Blind)が発行する Access World という雑誌 1)では、「革命的

なデバイス」と高く評価しています。その理由として、２つのことを挙げています。

一つは、「視覚障害者税がない(Blindness Tax Free)」ことです。Windows ではパソ

コンを購入しても、有料のスクリーンリーダーを購入しないとパソコンを使用する

ことができないのに対して、iPhone は本体を購入するとつ追加費用なしですぐに

使用できることを指しています。 

 もう一つは、「アプリのアクセシビリティが確保される」ことでした。Appleの開

発環境でアプリを開発すると、そのアプリのアクセシビリティは確保されるという

ものですが、ViceOver が iOSに組み込まれることによって可能となっています。た

だ、アクセシビリティについては、理想とは異なり、現実にはアクセシビリティが

確保されていないアプリは数多くあり、視覚障害者はアクセシビリティが一定程度

確保されたアプリを選んで使用している状況です。 

 品川氏は、活動報告の中で、それまで視覚障害者が使えなかったタッチパネルが

使用できるようになったこと、アップル製品は箱を開けたらすぐに使用できること

を挙げ、iPhoneによって価値観が変わったと述べています。世界の視覚障害者が同

じものが使えること、音楽、動画、金融などのサービスが利用しやすくなったこと

なども iPhone の特徴とされ、生活のさまざまな場面で利用されるようになりまし

た。 

 iPhone は、視覚支援や歩行支援といったパソコンにない特徴を持っていること

から、インターネットを利用したパソコンを第一世代の支援技術とすると、iPhone

による支援技術は第二世代の支援技術ということができます。 

 

1-2 Windows 

(1) NVDA 

 Windows では、ここ 10 年のスパンでの変化をみると、NVDA という新しいスクリ

ーンリーダーの登場を挙げることができます。NVDA は、Michael Curran と James 

Teh が開発をしたのですが、スクリーンリーダーや視覚障害者に対する彼らの高邁

な理念に特徴があります。 

 彼らは、アクセシビリティと公平なアクセスはすべての人の権利であるとして、

視覚障害者がそれらを確保するための余分なコストを不要にすべきであるという
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理想を持っています。その理想こそが、情報や技術がますます重要となる現代の世

の中では、生活のさまざまな場面において、特に、教育と就労において、独立した

生活と社会参加を促進すると言っています。 

 彼らが設立した非営利法人 NV Access の目標は、視覚障害者が情報技術にアクセ

スすることを阻害している、経済的また社会的バリアを下げることであるとして、

その目標を実現することに専念しています。ボランティアによって、55の言語に翻

訳され、現在 175以上の国で使用されています。NVDAは、オープンソースのソフト

ウェアであり、そのコードには誰もがアクセスでき、世界中の翻訳者や開発者が容

易に拡張、改善することができると言っています。（以上、NV Accessの Web ページ
2）から抜粋） 

 北アメリカ、EUを中心としたユーザーを対象に、スクリーンリーダーのユーザー

調査 3)が実施されています。2019年度の調査では、第１とするスクリーン・リーダ

ーは、NVDAが 40.6%、次いで JAWS が 40.1%、VoiceOverが 12,9%となっています。

また、普段使用するスクリーン・リーダーは、NVDAが 72.4%、次いで JAWS が 61.7%、

VoiceOver が 47,1%、Narrator が 30.3%となっています。 

 この調査が始まった 2009 年から、JAWSが下降し、NVDAが一貫して上昇する傾向

が見られます。この調査の回答者は、スキルの高い熟練者が多くを占めていますが、

一般ユーザーにおいても NVDA を使用する人が今後増加する推測できます。 

 NVDA の特徴は、「視覚障害者税がない」こと、および、世界中の多くの視覚障害

者も利用していることです。NVDA 日本語チームの努力によって日本語に対応した

NVDAが開発され、日本でも利用されるようになりました。PC-Talkerは操作が簡単

であるのに対して、NVDAは細かな設定ができる反面、最初に覚えるのに時間を必要

とすると言われています。 

 NVDA の使用をサポートする団体や NVDA の使い方の講習会も増えています。因み

に、VIC も数年前から NVDA の講習会を始めています。スクリーンリーダーの選択肢

を増やすという観点からも、NVDA の普及が望まれます。しかし、NVDA の使用方法

を教えることができるサポーターが少ないこと、また、ユーザー向けテキストも少

ないことが課題と思われます。 

  

(2) PC-Talker 

 PC-Talker は、そのシェアが圧倒的に高く、日本において最も普及しているスク

リーンリーダーです。PC-Talker と NetReaderについては、2019年９月から価格体

系が変更になりました。それまではそのソフトを一度購入すれば、使用し続けるこ

とができたのに対して、そのソフトの使用に対して使用料を支払う、サブスクリプ

ション制に変更されました。 

 旧価格は、NetReader Ⅱが 28,000円、PC-Talker10 が 38,000 円で、新価格では、

PC-TalkerNeo Plus(NetReader Neoを含む)は５年の使用期間で 60,000円です。 

旧価格では、一度購入すると永久に使用することができ、アップデートがあるとき

は、必要と思えばバージョンアップ料を支払い、最新版を使用することができます。

一方、新価格では、購入後５年後には使用できなくなり、再度契約する必要があり
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ますが、その間は最新のバージョンを利用できるというメリットがあります。 

 これらを購入する場合、多くの方が日常生活用具支給制度を利用しています。ス

クリーンリーダーや視覚障害者用アプリケーションは、日常生活用具の情報・通信

支援補助具に該当し、各自治体が用具ごとに基準額と耐用年数を決めていますが、

情報・通信支援補助具ではそれぞれ 10 万円と５年としている自治体が多いようで

す。この制度を利用している場合、５年後の購入においても、スクリーンリーダー

代を必要となりますので、他のアプリケーションの購入代金を圧迫することになり

ます。 

 一見すると、新価格の方が安く見えますが、PC-Talker を長期に渡り使用したい

人にとっては、実質的な値上げと考えることもできます。NVDAへの乗り換えが進む

かも知れません。 

 

1-3 デジタルバイド 

(1) 近年の ICTを使った政策・サービスの状況 

 近年、国勢調査のインターネット回答、キャッシュレス決済の促進、Go To eat、

マイナポイント制度、新型コロナウィルス接触確認アプリ COCOA の推奨など、スマ

ートフォンやパソコンが使えることを前提にした政策が展開され、今後も、このよ

うな政策がますます広がるものと思われます。また、民間においてはそれ以上にこ

のようなサービスが増えています。情報弱者である視覚障害者と晴眼者との格差が

広がることが危惧されるところです。 

 このような状況下では２つの問題を指摘できます。１つ目は、視覚障害者に情報

機器を使うスキルを持っているが、Web やアプリに問題があり、情報にアクセスで

きないというアクセシビリティの問題です。２つ目は、品川氏が活動報告で指摘す

るように、iPhoneを利用できる視覚障害者は豊かなくらしを享受できる一方で、情

報機器の使い方が分からない、使えない視覚障害者は享受することができないとい

う、デジタルデバイドの問題です。ここでは、デジタルデバイドについて考えます。 

 

(2) 視覚障害者の ICT 利用率 

 平成 28 年の生活のしづらさ調査（厚生労働省）4)によると、65 歳未満の視覚障害

者のパソコン利用が 21.9%、スマートフォン・タブレット端末の利用が 24.7%と低

い割合となっています。65 歳以上では、パソコン利用が 5.1%、スマートフォン・

タブレット端末の利用が 1.7%と、さらに低い割合になります。 

 このことは、65歳未満の視覚障害者でも約 70%の人が ICTを利用していない、さ

らに、65 歳以上の高齢者では 90%以上の人が利用していないことを示しています。

例え、アクセシビリティが確保されたサービスであっても、そのサービスの恩恵を

受けるのは一握りの視覚障害者で、大多数の人はそのサービスを利用できず、その

恩恵も受けられないということになります。 

 

(3) ICT を利用していない層へのアプローチ 

 もう少し年代を遡ると、生活のしづらさ調査の前身の在宅障害児・者実態調査が
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あり、この調査では、パソコンを使っていない視覚障害者に対して、今後のパソコ

ン利用の希望についてたずねた質問項目があります。平成 18の調査 5)では、「パソ

コンを毎日利用する」が 7.4%,「たまに利用する」が 3.2%、「ほとんど利用しない」

が 3,2%、「全く利用しない」が 72.6%となっています。「パソコンを毎日利用する」

と「たまに利用する」を合わせて 12.4%ですので、平成 28年調査の利用率が大きく

上昇したとは言えず、視覚障害者の ICT利用はそれほど進んでいないのが実態と思

われます。 

 そして、パソコンを利用しない人の今後の利用希望については、「利用したいと

思う」が 11.1%、「利用したいとは思わない」が 45.6%、「わからない」が 19.9%とな

っています。ここで注目すべきことは、パソコンを利用していない人の約半数が、

今後も「利用したいとは思わない」と回答し、「利用したいと思う」のは約 10%と僅

かであることです。ここに ICT 利用拡大が進まない大きな理由があると思います。

その理由として、ICT を利用することによっていかに生活が変わるか、また、豊か

になるかについて十分に理解していないこと、または、パソコンの操作は難しく、

多大な努力が必要だと思っていることが考えられます。 

 デジタルデバイドの是正については、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

（IT基本法）の第８条でも述べられています。高齢者が多くを占める ICT 未利用者

層に、ICT 利用について正しい理解を深めてもらうことがまず必要と思います。デ

ジタルデバイドの解消には、ICT を利用していない視覚障害者にどのようにアプロ

ーチをするかが課題と思われます。サポート団体としての具体的な取り組みについ

ては、「2-5 デジタルデバイドの解消と新規ユーザーの開拓」において具体的に考え

て行きます。 

 

1-4 アクセシビリティ 

(1) ウェブのアクセシビリティと技術基準 

 ウェブのアクセシビリティについては、インターネットの普及と同時に、1990年

代中程からその問題が指摘されています。1995年、米カリフォルニア州サンノゼ市

の市議会議では、資料が PDFで提供されていました。視覚に障害のある市議会議長

は、PDF にアクセスできないと ADA（障害のあるアメリカ人の法律）遵守オフィス

に訴えました。市側がアクセスブル・デザイン・スタンダードを作成し、それを市

のポリシーとすることで決着しました。 

 1999 年には、シドニーオリンピック(2000 年)の案内ウェブに読み上げないとこ

ろがありました。それにも拘らず、点字等の代替手段がなかったとして、視覚障害

者が DDA（障害者差別禁止）法遵守局に提訴しました。裁判において，オリンピッ

ク委員会はウェブサイトをアクセス可能にするよう命令されましたが、実行しなか

ったので 2 百万ドルの賠償が言い渡されたことは、有名な出来事として記憶されて

います。 

 ウェブコンテンツのアクセシビリティに関する技術基準(WCAG1.0)が、W3C(ワー

ルド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)のアクセシビリティを担当する WAI(ウェ

ブ・アクセシビリティ・イニシアチブ)によって 1999 年に世界で最初に策定されま
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した。現在では多くの諸外国が WCAG2.0 を技術基準として採用しています。一方、

日本はウェブコンテンツの技術基準として JIS-X 84341-3を策定していますが、日

本語特有の部分を除き、WCAG2.0 とほぼ同じ内容となっています。 

 

(2) 諸外国の規制 

 アメリカでは、リハビリテーション法 508 条によって、政府が一般に提供するサ

ービスや政府職員が使用する情報機器は、障害のある人も、障害のない人と同等に

利用できなければならないという政府の調達に関する規制があります。508 条では

ウェブコンテンツのアクセシビリティの技術基準も作成されており、2017 年の改

正によって技術基準を WCAG2.0 のレベル AA とし、それを達成することが義務づけ

られています。 

 一方、差別を禁じた ADA法の「公共の場所」に中にはウェブサイトが具体的に例

示されていません。しかし、民間のウェブサイトのアクセシビリティに関する訴訟

が多く起きており、それらの判決では、障害者がアクセスできないウェブサイトは

差別にあたると解釈されています。つまり、民間のウェブサイトとともに実質的に

アクセシブルであることが義務づけされていると考えられます。 

 また、オーストラリアでは、DDA 法において政府系ウェブサイトは WCAG2.0 のレ

ベル AA に適合することとなっています。 

 

(3) 日本の規制：アクセシビリティと障害者差別解消法 

 2016 年に施行された障害者差別解消法では、「障害を理由にした不当な差別的取

扱の禁止」と「合理的配慮を行うこと」が規定されています。アクセシビリティに

問題のあるウェブページやアプリは、障害のない人はそのページにアクセスできる

のに対して、特定の障害のある人がアクセスできないのは、明らかに「障害を理由

とした不当な差別的取扱」に当たると思います。しかし、総務省では、障害者差別

解消法の第５条の「環境の整備」に位置付けられる 6)としています。それは、ビル

や駅のバリアフリーなどと同じように直ぐに対処することが困難なため、「環境の

整備」と位置付けたものと思われます。「環境の整備」は、行政機関、民間事業者と

も義務ではなく、努力義務になっていますので、法律によってアクセシビリティを

強制することができません。これが日本の現状です。 

 

(4) 公的機関のホームページ 

 総務省は、みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年)7)を作成し、全省庁、

地方自治体にウェブサイトのアクセシビリティ化を要請しています。要請の内容は、

アクセシビリティ指針の作成と公開、目標の設定と確認、確認結果の公表などです。 

目標は、先ほどの JIS-X 8341-3 のレベル AAに準拠すること、そして、達成するべ

き期限を定めています。 

 例えば、アライド・ブレインズ株式会社が省庁と自治体のウェブページについて

JIS対応調査を実施しています。2014年の調査 8)は、レベル A に適合していないペ

ージの割合を、2019 年の調査 9)では、レベル AA または A に適合していないページ
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の割合を都道府県別に表にしています。二つの調査を比べると、2014年調査では１

位岩手県 1.68%,10 位宮城県 24.35%、20 位神奈川県 37.72%で、2019 年調査では１

位岩手県 0.69%、10位埼玉県 5.60%、20 位宮城県 16,17%となっています。同じ順位

において適合していないページの割合は、達成基準が高くなっているにも拘らず、

大きく低下しています。このように、国や自治体のページは全体をみると、徐々に

改善されています。しかし、このように多くの自治体で改善されている一方で、そ

の割合が 80％以上の自治体がいくつかあり、自治体間で大きな違いが見られます。 

 ここでは、良い例を一つ挙げておきます。５年に１度実施される国勢調査の回答

方法ですが、2015 年からインターネットによる回答が導入されました。2020 年の

インターネット回答では、視覚障害者専用のページがあり、それを使うと容易に正

確にできたという方が多かったようです（aA メーリングリストの投稿から）。ただ、

通常の回答ページだと PC-Talker では上手くいかなったなど、スクリーンリーダー

との相性の問題や、入力すべき ID やアクセスキーは紙の調査票から読まなければ

ならいなどの問題がありました。 

 なお、公的機関のウェブページについては、障害者差別解消法第５条の環境の整

備の努力義務と総務省がアクセシビリティの改善要請を行い、自治体間で大きな差

がありますが、その効果が徐々に表れています。一方、民間のウェブページについ

ては、環境の整備を行う努力義務があるだけで、事実上民間の自主性に任せている

状態です。実効性のある法的な対策が望まれるところです。 

 

(5)iPhone アプリのアクセシビリティ 

 「ボタンの名前を読み上げない」「元に戻れない」「全然操作できない」などアク

セシビリティに問題のある iPhoneアプリも少なくありません。 

 ここでは、新型コロナウィルス接触確認アプリ、COCOA のアクセシビリティにつ

いて考えてみます。COCOA アプリがうまく操作できないというユーザの話を聞き、

VIC のボランティアが調べたところ、左右のスワイプだけでは、下のボタンにたど

り着けなかったり、元に戻れないところがあることなどがわかりました。ただ、ダ

イレクト操作やローターを使えば、それらは操作可能ですが、初心者がそのアプリ

を初めて操作することを想定すると、ダイレクト操作やローターの使用は困難と思

われました。 

 そこで、そのボランティアは、COCOA アプリの制作者である厚生労働省のアプリ

問い合わせ先に、2020 年 9 月にメールにて２度の改善要請をしましたが、「その内

容・同種のお問い合わせの件数等により、順次調査を行い、・・」という返事があ

っただけでした。「アプリのアクセシビリティの改善要請」と件名に記載しても、

他の問い合わせと同等に扱われているようです。2021 年１月現在もその問題は改

善されていません。数千万人という多数の人が使用するアプリだからこそ、アクセ

シビリティの問題を優先して対処をして欲しいのですが、実情はそうではないよう

です。 
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 また、Windows になりますが、北神氏が活動報告においてテレワークで使用する

シンクライアントのアプリケーションにおいてアクセシビリティの問題があると

指摘がありました。 

 イギリスの BBCでは、スマフォのアプリとスマフォで利用するウェブページ、お

よび、そのハイブリッドを対象にした、アクセシビリティ・ガイドライン(Mobile 

Accessibility Guideline10)を作成しています。日本では、モバイル・アプリのアク

セシビリティについては、第３機関によるガイドラインがない状態ですので、アク

セシビリティの改善を進めるにあたって、ガイドラインの策定が必要と思われます。 

 ウェブおよびシンクライアントを含むアプリのアクセシビリティ確保に向けて、

サポート団体としてどのような取り組みを行うかが課題と考えられます。具体的な

取り組みについては、「3-3 アクセシビリティ確保への対処」で考えて行きます。 

 

1-5 その他の動き 

(1) 視覚支援 

 iPhone を使った視覚支援は、ここ 10 年間に大きな進展があった分野の一つで、

多くの視覚障害者が実用的に生活の中で利用していると思われます。 

 文書の OCR 機能を中心に、動くカメラの中の短いテキストのリアルタイム認識、

人物、バーコード、お金、風景、色、明るさの認識機能などを備えた多機能認識ア

プリに人気があるようです。Seeing AI、Google Lens、Envision AIなどがそのア

プリに該当します。例えば、あるユーザーから「会議で紙の資料が配布された時に

OCR 機能を使って読ませています」との話を聞きました。また、職場において会議

室の部屋の名前を読み上げさせ、部屋の確認に利用している人もいます。 

 遠方のタグを読み取る NaviLensや Unicode読み取る Uni-Voice Blindなど、多

機能認識アプリとは物や文字の認識の方法が異なるアプリもあります。また、Be My 

Eye アプリは、写真または動画を送付し、晴眼者のボランティアに必要なところを

見てもらうというものです。 

 最終的な目標は、視覚障害者が単独で適切な写真を撮ることです。その理由は２

つあります。その一つは晴眼者と同じように写真が撮りたいという思いがあること

です。２つ目の理由は、Be My Eyeを利用するため、または、知人に写真を送り、

分からないところを教えてもらうためには、視覚障害者が単独で必要なところをフ

レームに含んだ写真を撮ることが求められるからです。 

 例えば Seeing AI では、「シーン」の「写真の探索」を用いると、必要なものが

フレームに入っているかどうかを確認できる場合もあります。このように、視覚障

害者が単独で必要な写真を撮ることは、一部で可能となっていますが、視覚障害者

が単独で確実にかつ簡単に写真を撮れる技術が早く実現されるよう期待します。 

 

(2) 歩行支援 

 視覚障害者の歩行は、「定位」と「移動」の２つの要素から構成されます。定位と

は、自分のいる位置と目的地の位置を、他の重要な事物との関連において認知する

ことです。また、移動は進む・止まる、右・左に曲がる、障害物を避けるなどの動
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作を指します。 

 歩行や外出を支援するアプリは、BlindSquare、iMove around, ナビレコ、Apple

マップ、Google Maps、Vav by ViaOpta など多数開発されています。BlindSquare

とiMoveは定位を主に支援するアプリで、現在地の位置と目的地までの距離と方向、

その周辺の施設の名称と距離、方向に関する情報を音声で知らせてくれます。一方、

Appleマップや Google Maps は、主に移動を支援するアプリで、現在地から目的地

までのルートを作成し、Turn by Turn のナビゲーション情報を音声で提供します。 

 BlindSquare とマップを組み合わせて、ナビゲーションに実用的に利用している

視覚障害者もいるようです。VIC では数年前これらのアプリを組み合わせて講習会

を行いましたが、講習会終了後に、今後これらのアプリを利用したいかという質問

をしたところ、積極的に利用したいと答えたのは受講者５人のうち１人だけでした。 

 GPS の精度が低いことや読み上げ情報の過多というアプリの改善点が指摘できま

した。一方、これらアプリの利用はどのような人に向いているのか、また、どのタ

イミングでどのような情報が必要かなど、位置・施設情報の活用方法がまだ確立し

ていないという問題点もわかりました。 

 これらのアプリは、ユーザー側もアプリ側もまだまだ発展途上ですが、歩行支援

に最も有望な方法と思われます。特に、ユーザー側では利用体験や使用テスト結果

を収集し、これらのアプリの活用方法の開発が必要と思われます。 

 

(3) 社会システムにおける新しい支援技術の開発・導入 

 これまでは、支援技術といえば、スクリーンリーダーやアプリなどユーザーが直

接使用するものが中心でしたが、これからは、次に示す東京メトロの QR コードや

点字ブロックのユニバーサルマップのように、社会インフラや社会システムの中に

導入するような支援技術が増えており、期待されるところです。 

 最近の出来事になりますが、東京メトロにおいて駅構内の点字ブロックに印刷さ

れた QR コードを iPhoneで読み取り、駅構内の目的地まで音声で案内するというシ

ステム 11)が実用化され、５つの駅に導入されました。 

 また、石崎氏の活動報告にもあったように、Code for Hiroshima では「点字ブロ

ック」等の位置情報をデータ化したユニバーサルマップの作成に取り組んでいます。

これには VICも参加して活動しているところです。ユニバーサルマップの作成やそ

のデータを利用するアプリケーションの開発には長い時間が必要ですが、より安全

で安心な歩行が可能になるのではないかと期待されます。 

 NPO法人アイ・コラボレーション神戸では、2018 年 8月に世の中を変える商品開

発【視覚障害を持つ方編】についてアイデアソン・ハッカソン 12)を開催しました。

これに VIC も参加しましたが、そこでは、次のような試作品を開発したり、実証実

験が行われています。 

 ・「市販薬パッケージのバリアフリーを目指して」 

 ・視覚障害を持つ人の外出・移動をサポートする「靴センシング」 

 ・「IoT バス降車サポート」 

 ・「AR 音声案内システム」 
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 ・AIスピーカーを活用する為に開発した「メモメール」 

  

 現在、このようなイベントの開催も少なくなく、開発の機運が高まっているとこ

ろです。「視覚障害者が困っていること」や「あったらいいなと思われるもの」など

のアイデアを開発団体に伝えたり、開発団体と連携したりすることが、新しい有用

な支援技術の開発につながるものと思われます。 

 

２ ICT サポート団体の現状と課題 

２-1 ICT サポート団体の実態と地域差 

(1) ICT サポートセンター 

 障害者 ICTサポートセンターは厚労省の補助事業（任意）として設置が進められ

ています。2019年度の ICTサポートセンターの設置状況 13)は、都道府県では 22の

都道府県が設置していますが、このことは、逆に半数の県で未設置の状態を意味し

ます。ICT サポートセンターが担う事業は、 

A 障害者に対する ICT 機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行う総合的なサービ

ス拠点を設置し運営する事業、 

B障害者に対し、ICT 機器の利用操作等について支援を行うパソコンボランティア

の養成・派遣を行う事業  

などです。 

 ICT サポートセンターは、行政の委託を受けた障害者団体、株式会社等が運営し

ている場合が多いようです。具体的には、ボランティアを養成し、必要な視覚障害

者へボランティアを派遣するサービスでは、その経費を予算枠まで使い切ってしま

うほど利用者が増加しているセンターもあるようです。このサービスが視覚障害者

のニーズに応えたものであったからと思われます。行政のサポートセンターであっ

ても、実際に視覚障害者のサポートを行うのは、有償も含めてボランティアで、ボ

ランティアが重要な役割を担っていると言えます。 

 

(2) NPO 法人、ボランティア団体 

 ICT利用をサポートする NPO 法人、ボランティア団体は早くから活動をしており、

その起源は 2000 年以前と思われます。全国では多数の団体が活動していますが、

現在、どのような団体が活動しているかという情報は、容易に入手することはでき

ません。 

 SPAN(視覚障害者パソコンアシストネットワーク)、eyelink(視覚障害者のための

リンク集)、日本障害者リハビリテーション協会 14)等が全国のサポート団体の把握

を行なっています。しかし、把握調査の実施時期は約 10 年も前であり、あまり更

新がされていません。これらのサポート団体は全国で200団体あまりになりますが、

ウェブでチェックすると、約 3 分の１の団体でリンクが切れていたり、または、視

覚障害者の ICTサポートを行なっていませんでした。 

 一方、東京都障害者 IT サポートセンターでは、都内を活動対象とするサポート

団体の把握を行ない、半年に１回更新がされています。また、地方には、地域のサ
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ポート団体を把握して、公開している 15)ところもあります。 

 約 10 年前には多くのサポート団体が設立され、活動を行なっていましたが、現

時点で確認すると、かなりの団体でウェブページによる確認ができず、サポート活

動を止める、活動の形を変えるなどの変化があったものと思われます。もう少し詳

しい分析をしないといけませんが、その一つの要因として、行政による ICT サポー

トセンターの設置が挙げられます。ICT サポートセンターのサポート活動が充実す

ると、独自の活動が展開できない NPO法人、ボランティア団体は、目的が達成され

たとして団体を解散する場合も起きてくると思われます。 

 このように現在は、NPO 法人、ボランティア団体にとっては、厳しい時代になっ

たと思われます。今求められているのは、ICT サポートセンターと NPO 法人、ボラ

ンティア団体の役割分担と協調体制が必要なのではないでしょうか。 

 

(3)サポート団体の地域格差 

 iPhone のところでも述べましたが、iPhone やパソコンを利用すると「豊かな暮

らし」を享受できるが、それらを利用できないと享受できません。サポート団体が

たくさんある地域では、その恩恵を受けやすく、一方、サポート団体がほとんどな

い地域では、その恩恵を受けにくい、そのような地域差が生まれていると、志摩氏

活動報告で指摘しています。 

 都道府県レベルでみると、ICT サポートセンターやサポート団体が複数ある都道

府県に対して、ほとんどない県もあり、都道府県レベルでの格差が生じています。

また、一つの県内をみても、都市部ではサポート団体があるが、地方ではないとい

うように、都市部と地方との格差もあります。地方でも何とかしてサポートの手を

差し伸べることができないものかと思います。サポート団体の地域格差の解消も重

要な課題として挙げることができます。 

 

(4)地域格差の解消とデジタルデバイド 

 サポート団体の地域差の解消は、デジタルデバイドの是正方法の一つでもありま

す。VIC の例でいうと、近くにサポート団体がないからと、山口県から数名のユー

ザーの方が継続的に講習会や個別サポートに来られています。このように地域差が

現れています。 

 サポート団体希薄地域が比較的近距離である場合、余力のあるサポート団体であ

れば、現地で臨時の講習会の開催や訪問サポートを強化する方法が考えられます。

その場合には、例えば、現地の社会福祉協議会、視覚障害者福祉協会等との連携を

図り、臨時講習会や訪問サポートについて広報すること、会場の確保などを行うこ

とが必要です。しかし、この対処は継続的に続けることは困難です。 

 基本的には、現地でのサポーター養成の支援を行うことが大切です。例えば、現

地で ICT サポートを行なっている孤立したボランティア、また、サポーターの希望

者がいるなら、彼らの支援を行うなど連携を図り、さらには、サポート団体の設立

に向けて支援していくことなどが考えられますが、継続的な地道な支援が必要です。 
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２-2 ICT サポート団体の運営 

(1) 視覚障害者の意見の反映 

 ICT サポート団体には、視覚障害者の意見が反映される仕組みを取り入れること

が必須と思われます。この仕組みがないと、団体の自己満足的な活動に終わってし

まう恐れがあります。例えば、1960 年代の米国の障害者自立生活センターでは障害

者が意思決定機関のメンバーの 51%以上を占めることと決めた規定が有名です。ま

た、NVDA を開発した NV Access も同じような規定を採用しています。 

 視覚障害者の意見反映の方法は、先のような規定を定めること以外にも、視覚障

害者の会員が複数いること、また、定期的に視覚障害者から意見を聞く公聴会制度

のようなものでも可能でしょう。 

 

(2) ボランティアの 1 人ひとりを大切にする 

 ICT サポートセンター、NPO 法人、ボランティア団体でのサポート活動は、基本

的にボランティア活動で支えています。ボランティア活動の 10 ヶ条というものが

あり、どのボランティアもこれに則り、活動していますが、これは、相手に迷惑を

かけない、また、活動を続けていくための心得のようなものです。 

 一方、ボランティアが NPO法人やボランティア団体へ参加する目的は、自己実現

です。NPO 法人練馬パソボランからサポート団体の理念と運営について意見

（Q&A:09-3）が寄せられましたが、さまざまな人が楽しく活動でき、ボランティア

個々の自己実現が図れるよう会員をコーディネートすることが大切であると述べ

ています。団体はどうしてもサポート活動の遂行にだけ目を向ける傾向があります

が、ボランティア一人ひとりを大切にする視点も重要です。 

 

２-3 ICT サポート活動 

 多くの団体では、ユーザー講習会、訪問サポートを含む個別サポート、遠隔サポ

ートの３種類の活動を行なっています。 

 

A講習会 

 1人の講師が数名の受講者に対して講習を行いますが、各受講者に少なくとも 1

人のサポーターを配置し、講習中の脱落者の防止を図ります。講習会の利点は、

同一カリキュラム、同一内容の講習を行えることです。点字や拡大文字のテキス

トを準備することで、講習の理解を深めるとともに、自宅での学習の支援を行う

ことができます。また、楽しく学べる、理解しやすい説明方法、動機付けの強化、

講習会後のフォローアップなど、ドロップアウトを出さない工夫が大切です。 

 課題としては、次のことがあげられます。新規テーマの講習会を計画する場合、

その講習に必要なスキルを持つサポーターがいないということで、テーマを変え

るという本末転倒の問題が起きることもあります。テキストの重要性について先

に述べましたが、テキストづくりが講師の負担を増しているという問題もありま

す。 
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B個別サポート（訪問サポートを含む） 

 ユーザーが希望することについてサポートを行なうもので、その内容は iPhone

の VoiceOver入門からパソコンのアプリの設定まで、さまざまで広範に渡ります。

ユーザーからサポート希望内容を事前に聞き取り、その内容をサポートできるボ

ランティアがサポートを担当します。 

 個別サポートでは、このマッチングの作業が非常に重要であり、ボランティア

各自の得意分野を把握しておかないといけません。 

 

C遠隔サポート 

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、遠隔サポートが注目され、そのニー

ズが高まっているところですが、この感染症の収束後も、そのニーズは高まって

いくものと思われます。 

 サポーターならだれでも遠隔サポートができるとは限りません。遠隔サポート

するためには、例えば、PC からフィードバックされる音声だけで現在の状況を理

解できることが必要です。多くの晴眼者のサポーターは、主に視覚を利用しての

サポートを行なっていますので、すぐにはユーザーの満足できる遠隔サポートを

できないでしょう。今後、遠隔サポートができるサポーターを養成することが課

題といえます。 

 

２-4 講師・サポーターの障害の有無 

 ここでは、講習会の講師を含めてサポーターということにします。全盲やロービ

ジョンの人つまり当事者がサポート（講師も含めて）をする場合、また、晴眼者が

サポートをする場合がありますが、当事者サポーターは「かゆいところに手が届く

ようなサポート」をしてくれるとユーザーはその指導方法を高く評価しています。

また、ユーザーも当事者がサポーターであるということで、障害があっても自分も

努力すればできると励まされると言われています。 

 晴眼者のサポーターも、当事者の立場に立ったサポートを目指し、努力しますが、

スクリーンリーダーによる操作を練習するだけでは、当事者の視点がどうしても欠

如すること、また、晴眼者には気づかないことが少なくありません。つまり、晴眼

者サポーターが単独で少々努力しても当事者ボランティアと同じように、「かゆい

ところに手が届くようなサポート」はできないということです。 

 

(1)当事者・晴眼者がサポートを行う場合の長所・短所 

 それぞれの長所・短所をまとめてみると、次のとおりです。 

■ 当事者がサポートをする場合の長所 

・ユーザーに励ましと強い動機付けを与えることができる。 

・ユーザーの立場にあった、きめ細かな教示が可能である。 

・少し訓練をすれば、サポーターとして活躍できる潜在的サポーターは多い。 

■ 当事者がサポートをする場合の短所としては、 

・視覚障害者でサポートをできる人が少ない。 
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・視覚が必要な場合に備え、晴眼者のサポーターも必要である。 

 

■ 晴眼者がサポートをする場合の長所 

・受講生が少ないと他のサポーターが不要である。 

・訓練環境が整えば、多くのサポーターを養成できる。 

■ 晴眼者がサポートをする場合の短所 

・講師、サポーターのための訓練が必要である。 

・視覚障害者の立場に立ったきめ細かな教示ができない時がある。 

 

(2) 晴眼者サポーターの質の向上 

 そこで、例えば、講習会の新規のテーマに向けて、晴眼者と当事者サポーターが

チームを作り、その中で、晴眼者は当事者の操作方法について、また、当事者は晴

眼者の操作方法について観察や話し合いを行い、まず、両者の操作方法や説明内容

の違いを確認することが大切だと思われます。このことによって、晴眼者サポータ

ーも当事者の立場に立ったサポート方法を一定程度吸収できるものと思います。ま

た、サポーター勉強会等においても、当事者の操作方法の特徴について意見交換を

行うこともよいと思います。 

 晴眼者も講習会の講師や直接のサポーターとして貢献したいという人も少なく

はないので、視覚障害者の立場に立てる晴眼者のサポーターが増えると、当事者サ

ポーターの負担を減らし、当事者と晴眼者がそれぞれの長所を生かした協働作業が

できると思います。さらに、これからは遠隔サポートができるようにスキルの向上

に取り組むことが期待されています。 

 

２-5 ICT サポーターの養成 

 デジタルデバイドの解消を目指すためには、多数のサポーターが必要です。1-3

デジタルデバイドで述べたように、約 8, 9 割の視覚障害者が ICT を利用していな

いという統計がありますが、その中の半数がサポートを必要とするなら、サポート

を必要とする人は 10 数万となります。その人たちに手厚いサポートをするために

は、数万人のサポーターが必要となります。そのため、サポーターの養成は重要で、

喫緊の課題と思われます。 

 しかし、「サポーターを募集するが、集まらない」「ボランティア養成講座に参加

した人の中で、実際のサポート活動までつながる人は少ない」との意見が複数のサ

ポート団体から寄せられています。サポーターを養成し、実際にサポーターとして

活動してもらうことは容易なことでありません。 

 

(1)サポーターの専門性と募集 

 ICT サポーターの特徴として、他のボランティア活動と比較して、ICT サポート

そのものの難しさや専門性を挙げることができます。晴眼者ですと、パソコンを自

由に操作できることを前提として、その上に、スクリーンリーダーの使い方や、ア

プリケーションごとの使い方をマスターしなければなりません。 
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 その専門性のため、ICT サポートに適した人材そのものが少なくなります。その

ため、サポーター養成講座の案内の仕方も考慮しなければなりません。社会福祉協

議会では、さまざまなボランティアを希望する人が出入りしていますが、ICT サポ

ート適した人は少ないようにと思われます。そのため、サポーター養成講座の案内

を幅広く行うことが必要で、特に、IT 関係のイベントや団体、工業高校教員・生徒、

理系大学生に案内することも効果があるのではないかと思います。 

 

(2) 視覚障害者の活用 

 視覚障害者の中には、スクリーンリーダーを操作できる、または、iPhoneを操作

できる人は少ないなくありません。この人たちにサポートに必要なスキルを身につ

けてもらい、サポーターとして活躍してもらうことの方が、晴眼者を訓練するより

も早道かも知れません。また、かなりの人数が見込めるのではないでしょうか。 

 

(3) スキルの維持・向上 

 サポーターのスキルの維持、向上には、サポート団体における勉強会や研修会の

ほか、サポーターの ICT環境についても検討が必要です。 

・スクリーンリーダーの貸出制度 

 サポーターはスキルアップ、または、スキルをキープするため、自宅でスクリ

ーンリーダーの学習をすることも必要です。しかし、サポーター個々が有料の

PC-Talker, Jawsなどを自費で揃えることは一般的に難しいと思われます。そこ

で、メーカーを巻き込んだサポーターへの貸し出しやディスカウント販売制度、

サポート団体による貸出制度など新しい制度が必要なのではないでしょうか。 

・NVDAへの切り替え 

 多数のサポーターの養成を考えた場合、無料の NVDA を第１スクリーンリーダ

ーとして位置付け、パソコンを新規に学習したいユーザーには NVDA で学習を始

めてもらう、このようなパラダイムシフトも選択肢の一つです。 

 

(4) サポーターの質の担保 

 ICT サポートセンターでは、サポーター養成講座を終了した人をサポーターとし

て登録する制度を採用することによって質の担保を行おうとしています。養成講座

の受講時間や回数は、１日で終わるものから２時間を 10 回のまでのものまで幅が

あります。 

 一方、NPO 法人やボランティア団体では、そのような登録制度を取っているのは

少ないようです。登録制度はとっていませんが、勉強会や研修会を開催して、質の

担保を行おうとしています。 

 

２-6 デジタルデバイドの解消と新規ユーザーの開拓 

(1)２つのルート 

 視覚障害 ITサポートやまとや福山市視覚障害者福祉協会等からは、「サポートが

必要なユーザーに必要な情報が届かないので、新たな広報の方法について模索中で
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ある」との意見が寄せられました。ここでは、新規ユーザーの開拓と広報の方法に

ついて考えます。 

 一つのアプローチは、現在眼科医が中心となり進めているスマートサイトです。

もう一つは、「1-3 デジタルデバイド」で述べたように、視覚障害者の８割から９割

に上る、ICT を利用していない層へのアプローチです。それぞれのアプローチの方

法は大きく異なりますが、受け身の姿勢からアウトリーチの姿勢に、また、インタ

ーネットを用いたハイテク広報から人を介したローテク広報への転換が必要と思

われます。 

 

(2) スマートサイト 

 スマートサイト経由でサポート団体への相談や問い合わせが増えている事例も

あるようですが、県によって違いがあるようです。現状のスマートサイト 16)は、生

活訓練・支援、教育機関、就労支援、視覚障害者団体など訓練相談施設を紹介した

リーフレットを眼科医が福祉の支援が必要となったロービジョンの患者に手渡し、

患者は総合相談センターに相談するというものです。しかし、患者が相談をしなけ

れば、それで繋がりは切れてしまいます。 

 このように、現在の総合相談センターは受け身の姿勢ですが、受け身ではなく、

こちらから患者にアプローチをする姿勢に変えることが大切です。それには、スマ

ートサイトで個人情報を総合相談センターに提供する旨の患者の了解を取る必要

があります。そして、総合相談センターからアプローチをするアウトリーチ方式に

切り替えることが必要ではないでしょうか。 

 総合相談センターでは、患者と視能訓練士・歩行訓練士・地域支援センターなど

各種支援者が一同に会し、その患者に適切な支援を提供できるよう、ケース会議を

行うことも重要なことです。 

 三重県では、各専門の支援機関の連携がうまく機能しているようです。その中心

になっているのが総合相談センター（NPO 法人アイパートナー）で、訪問によるサ

ポートも実施しています。三重県の事例が参考になるでしょう。サポート団体にお

いては、総合相談センターとの連携調整を行い、サポート体制ではロービジョンへ

の方への支援策を充実させることも必要です。 

 

(3) 民生委員を介した潜在ユーザーの開拓 

 潜在ユーザーはたくさんいるにもかかわらず、必要な情報が届いていません。そ

こには、広報媒体のミスマッチがあるように思われます。潜在するユーザーは ICT

を利用していないので、ウェブなど ICTに依存する情報提供では当然潜在ユーザー

に届きません。ICT を利用したハイテクではなく、人を介したローテク戦略を展開

することが大切です。住民に最も近い組織の一つとして、民生委員を挙げることが

でき、民生委員は次のように幅広い活動を行なっています。 

・担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭などの状況把握 

・ニーズに応じた福祉・サービスなどの情報提供 
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 民生委員は、常時から障害者の家庭を把握し、その人のニーズに応じたサービス

の情報提供を行うことを役割としています。民生委員を介して ICT サポートの案内

を潜在ユーザーに届けることができます。しかし、ここで考えなければならないこ

とは、潜在ユーザーの特徴です。その特徴は、「ICT を使うことによっていかに生活

が変わるか、豊かになるかなどICTの利点について十分に理解していない」または、

「パソコンの操作は難しく、大変な努力が必要なので、努力はしたくない」と考え

ていることです。このような層に ICTの利用について説得するには、紙媒体の提供

だけでは不自由分で、口頭による説明が必要です。 

 潜在ユーザーが ICT を利用しようと行動を起こすためには、その行動変容によっ

て得られる「効用」と「コスト」が重要な役割を果たすという行動変容の理論があ

ります。効用が大きく、コストが低いほど、行動を変え、逆に、効用が小さく、コ

ストが大きい場合は行動を変えないと言われています。 

 

■ 効用 

 効用とは、行動を変え、ICT を利用した時に得られる満足度のようなもので,主

観的なものです。例えば、長い間会っていない孫に会いたいと強い希望を持って

いる人が、ICTを使ってテレビ電話で孫と話ができたとすると、その効用は大きい

ものとなります。また、この効用が学習の動機付けにもなります。 

 

■ コスト 

 コストは、ICT を利用できるようになるまでに必要な努力や時間、また、ICT機

器を購入するための実際の費用などを指します。ICT の利用方法が複雑で操作ス

キルを習得するまでに、多くの時間や努力が必要な場合や、講習会場が遠くて、

時間がかかる場合もコストは大きくなります。一方、操作方法が容易で学習する

ことが少なく、それほど努力を必要しない場合は、コストは小さくなります。 

 

 民生委員を介した新規ユーザーの開拓では、潜在ユーザーに直接説明することが

大切です。そして、ICT利用で得られる効用が大きくなるような説明が必要となり、

その人が最も大切にしていること、または、高い価値を置いていること（例えば、

本が読みたい）に具体的に触れることが重要です。また、コストの面では、例えば、

iPhone が簡単に操作できることをデモすることもコストを下げる効果があるでし

ょう。 

 

３ ICT サポート団体の連携 

３-1 サポート団体間の連携で目指すもの 

 北神氏の活動報告では、就労支援にかかわる 29 の支援団体が集まり、情報交換

会を行い、今後継続していくことが確認されたと述べています。しかし、ICT サポ

ートセンターにおいては団体間の情報交換の場が少ないように聞きます。ましてや

一般のサポート団体の連携は希薄と推測されます。ICT サポートは他のボランティ

ア活動と比較すると専門性が高いことから、団体間で意見交換を行い、サポート方
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法や講習方法、講習会テキスト、各種資料・情報を共有することは意義のあること

であり、各団体の技術面の向上においても必要なことと思われます。 

 連携を進めるに当たって、第一歩は情報交換会ですが、次のような進展が期待さ

れます。 

 

Aテキスト、資料類の共有化 

 テキスト作成して、受講者に提供することは、受講者が自主学習に使用できる

ことから推奨されるが、資料を作成するのに大変な労力を要する。そのため、共

有化は意味があり、さらに、ユーザーが使いやすく、理解しやすいテキストの標

準化について検討を進めるきっかけになる。 

 なお、すでにテキストを公開している団体もある。 

 

B講習会講師の登録 

 例えば、新規テーマの講習会を行いたいが、講師をできる人がいないなどの問

題の解消を図るため、講師名と講師が可能な分野・内容を登録する。団体に適切

な講師がいない場合、登録講師に依頼をすることができる。さらに、遠方の場合

オンラインで行うということも考えられる。 

 

C団体の特徴づくり（サポート対象の専門化など） 

 近隣のサポート団体で協議を行い、例えば、A団体は NVDA、JAWSのサポートを

専門に行う、または、ロービジョンを対象にサポートするなど、団体の強化と特

徴づくりを行うことができる。 

 

D 共同事業 

・ユーザー勧誘やサポーター募集の広報において、地域のサポート団体が共同で広

報を行うことも効率的である。 

・イベントを共催、共同で行うことで、大規模なイベントの開催も可能になる。 

 

３-2 異分野団体との連携 

 ICT サポートとは異なる分野の団体と連携を図ることが、いくつかの課題の解決

に必要であったり、また、課題解決に寄与します。 

 

A スマートサイト、民生委員 

 これらの団体と連携することがデジタルデバイド解消に役立つであろう。眼科

医が中心に行なっているスマートサイトの総合相談センター等と連携して、ロー

ビジョンの新規ユーザーにアプローチができる。また、潜在ユーザに最も近い存

在である民生委員を介して情報届けるとともに ICT サポートの勧誘を行うことが

可能になる。 

 

B 孤立する ICTボランティア 
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 ICT サポート団体希薄地域において活動するボランティアや活動希望者を支援

し、その地域のサポートの輪を広げる。 

 

C 点字サークル、歩行訓練士 

 近年、点字版テキストのニーズは減っているが、点字版テキストは点字を使え

る人にとっては最も使いやすい媒体である。点字サークルと連携することによっ

て、点字テキストの提供が容易になる。 

 ICTを使った歩行支援を進めるには、歩行訓練士の知識・知見からのアドバイス

は重要であり、ICT サポーターと歩行訓練士とが連携することが大切である。 

 

D 支援技術を開発している団体 

 支援技術もユーザーが個人で利用するだけでなく、徐々に社会システム・イン

フラなどへ支援技術を導入する動きが進みつつあり、今後期待される分野である。

このような支援技術の開発を行っている団体に、ユーザーのニーズを提案すると

ともに、企画段階から参画したいり、プロトタイプのテストへ参加するなど連携

を図る。 

 例を挙げると、今回の活動報告で報告のあった、点字ブロックのマップ化を行

なっている Code for Hiroshima, 障害者のための商品開発を行なっている NPO

法人アイ・コラボレーション神戸などがある。 

 

３-3 アクセシビリティ確保への対処 

 障害者差別解消法では、ウェブやアプリのアクセシビリティは「環境の整備」に

該当し、行政機関、および、民間事業者とも「義務」ではなく、「努力義務」が課せ

られているに過ぎません。一方、米国では、政府のウェブサイトのついてはリハビ

リテーション法 508 条によってレベル AA が義務付けられていることと比べると、

日本の行政機関に対する規制は緩いといえます。 

 現在、公的機関のウェブサイトは、総務省の指導により JIS-X 8341-3 の技術基

準 AA レベルの達成を目標に進めています。機関によって大きな差がありますが、

全体としては公的機関のウェブサイトは徐々に改善されています。 

 ウェブのアクセシビリティについて JIS-X 8341-3 の技術基準がありますが、ア

プリのガイドラインがありません。そのような現状で、ユーザーや ICTサポート団

体はどのような対応をすれば、アクセシビリティが改善されるのか考えてみます。 

 

A ウェブサイト、アプリの管理者・開発者に対する改善要請 

 「写真の代替テストがない」「ボタンを読み上げない」「コントロールを操作で

きない」などを発見した場合、ユーザー個々、または、ボランティア個々が管理

者や開発者に改善要請を行うことが大切です。 

 ウェブサイト、アプリを実際に作成する開発者には、アクセシビリティの確保

方法や JIS-X 8341-3 の技術基準を実践している人は多いと思いますが、アクセシ

ビリティについて詳しくない、技術基準を知らない、具体的な実装方法がわから
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ないという開発者も少なくありません。その場合は、アクセスビリティの重要性、

視覚障害者のパソコンや iPhone の使い方、技術基準、できればその実装方法など

について知らせることが大切です。 

 さまざまな ICT 関連の団体がありますが、ICT サポート団体が視覚障害者のア

クセシビリティに対する意見を代弁する団体として最も相応しく、サポート団体

においても改善要請を行うのは当然のことと言えます。 

 

B アクセシビリティ情報の共有 

 アクセシビリティの問題事案について、ユーザーとサポーター、サポート団体

の間において共有することが大切です。さらに、日本視覚障害者団体連合などの

全国組織とも情報共有を行い、必要に応じて、全国組織から改善要請を行うこと

も検討することが必要です。 

 

C 開発者向け情報 

 アクセシビリティに詳しくない開発者に提供するため、開発者向け情報を整備

し、サポート団体間で共有することも大切でしょう。さらに、開発者の団体やグ

ループの会合やイベント等で、視覚障害者のパソコンや iPhone の使い方を説明

し、開発者にアクセシビリティについて理解を深めてもらうことも、ICT サポート

団体の役割でしょう。開発者向けの次のような資料を整備する。 

・アクセシビリティの重要性、法的な位置付け 

・視覚障害者のパソコン、iPhoneの使用方法 

・JISの技術基準、実装方法 

 また、サポート団体の実力が向上すれば、特定の開発者にアドバイスをしたり、

ユーザーによるテストを行うことも可能となる。 

 

D アプリのガイドラインの提案 

 アクセシビリティの改善要請は、個別の事後対応になります。現在、アプリに

ついてのガイドラインの制定がない現状では、私たちはこのようなガイドライン

を作りましたので、これを守って欲しいと訴えていくことは、事前対策となりま

す。これは、ICTサポート団体の１団体がこれを行なったとしても、その効果は小

さいことから、全国組織の団体が行うべきでしょう。 

 

３-4 ICT サポート団体の支援組織（仮称：ICTサポート団体協会） 

 日本視覚障害者団体連合は、視覚障害者に関する幅広い福祉を対象に活動してい

ますが、現在、ICT サポートを対象にした活動はありません。また、視覚障害者リ

ハビリテーション協会 17)という全国組織がありますが、学術交流を目的とした団体

です。 

 それぞれの ICTサポート団体を強化するためには、個々の団体を支援する組織も

必要となります。ここでは、（仮称）ICT サポート団体協会と言うことにしますが、

その協会が備えるべき機能については次のとおりと考えます。 
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A リソースセンター機能 

 次のような情報を収集、更新、蓄積し、サポーターやサポート団体に、活動に必

要な情報を提供する。 

・ICTサポート団体の活動状況 

・サポーターを中心としたメーリングリスト 

・イベント情報 

・講習会、サポートに関するテキスト、資料 

・アクセシビリティに関する資料：開発者向け資料、改善要請の状況など 

・登録講師情報 

・スマートサイトに関する情報 

 

B デジタルデバイドへの対応 

・ICTサポート・リーダーの養成 

 デジタルデバイドの解消を見据えた場合、数万人という多数のサポーターが必

要となるため、地域で中核となるリーダーの養成をオンラインで行う。なお、パ

ソコンの研修の場合、すべてのサポーターが使用できるスクリーンリーダーとし

て、NVDA を用いることも検討が必要である。 

・ICTサポート団体希薄地域の支援 

 ICTサポート団体希薄地域において、現地で臨時講習会を実施するほか、現地

のサポーター、ボランティアを育成する。 

 

C アクセシビリティ確保への対応 

 視覚障害者のパソコンや iPhone の使い方に関する資料、開発者への啓発資料、

アクセシビリティに関する技術資料、実装資料を収集し、提供することにより、各

サポート団体を支援する。そのほか、次のことも行う。 

・アクセシビリティの改善要請 

・iPhone アプリに関するガイドラインの提案 

 

４ まとめ・提言 

 次のまとめ・提言は、それぞれの ICTサポート団体の自己点検の材料として利用

いただきたいと思います。また、新たな取り組みを考える際の参考としていただけ

れば幸いと思います。 

(1) これから期待される ICTサポート団体の取り組み 

A ICTサポート団体の目的と運営 

 特に、NPO法人、ボランティア団体にとって厳しい時代になっており、地域の

中で特徴ある団体が求められている。団体の目的や運営方法のチェックを行うこ

ともよいかも知れない。 

 

B 晴眼者サポーターの質の向上 
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 視覚障害者の立場に立ったきめ細かなサポートができるよう、当事者サポータ

ーとの相互訓練を行い、さらに、遠隔サポートができる人材を育成する。 

 

D サポーターの養成 

 デジタルデバイド解消を考えると、大量のサポーターの養成が必要となり、特

に視覚障害者を活用し、サポーターの人数を増やす。 

 

E アクセシビリティ確保の取り組み 

 アクセシビリティ確保を進めるため、問題のあるウェブやアプリについてユー

ザー・サポーターと情報を共有し、開発者に対して改善要請を行う。また、開発

者向けに視覚障害者の使い方や技術基準、実装方法などの情報提供を行う。開発

過程においてユーザー側からのアドバイスやテストへのユーザーの参加などさ

らに深化した連携も期待される。 

 

(2) 地域におけるミクロレベルの連携 

Aデジタルデバイド解消の取り組み 

 スマートサイトを通したロービジョンの新規ユーザーへのアプローチと、民生

委員を介した高齢者を中心とした新規ユーザーへのアプローチの２つの方法が考

えられる。 

■ スマートサイト・ルート 

 スマートサイトと関係団体との連携を図り、新規ユーザーへのアプローチを

行うが、受け身の姿勢でなく、こちらから出向くアウトリーチ方式への転換が

望まれる。 

■ 民生委員ルート 

 潜在ユーザー特徴は、ICT を使用していない、また、その半数は ICT を使い

たいとは思っていないことである。ウェブによる広報ではなく、潜在ユーザー

の最も身近な民生委員を介して、紙や点字媒体などによる広報を行い ICT利用

について直接説明することが重要である。潜在ユーザーには、強い動機付けを

与えるため、「効用とコスト」を考えた説明・勧誘を行うことが大切である。 

 

B ICTサポート団体間の連携 

 各団体のサポート機能の強化を行うため、テキスト・資料類の共有化、講師の

登録、共同事業などにおいて地域でのサポート団体間の連携を深める。 

 

C 異分野団体との連携 

 点字サークル、歩行指導士、支援技術を開発している団体等との連携も意味が

ある。 

 

(3) 全国的なマクロレベルの連携 

 次のような機能を持つ、ICT サポートに関する全国組織があれば、個々の団体の
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強化やアクセシビリティの確保、デジタルデバイドの解消などの大きな課題につい

て取り組むことができます。 

 

A リソースセンター機能 

サポート団体の活動状況、イベント情報、講習会等のテキスト・資料、アクセシ

ビリティに関する資料など収集し各団体に提供する。また、メーリングリストを

開設し、サポーターやサポート団体の情報交換を活発にする。 

B デジタルデバイドへの対応 

 オンライン講座によって地域で中核となる ICT サポート・リーダーを養成する。

また、サポート団体希薄地域においてサポーターの育成など支援を行う。 

C アクセシビリティ確保事業 

 アクセシビリティに関して各サポート団体を情報や技術面から支援するととも

に、開発者への改善要請やアプリのガイドラインの提案をする。 

 

参考 

1) https://www.afb.org/aw/10/5/16096  

2) https://www.nvaccess.org/about-nv-access/  

3) https://webaim.org/projects/screenreadersurvey8/#used 

4) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/seikatsu_chousa_c_h28.pdf  （表４） 

5) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/shintai/06/dl/01.pdf  (表 21,22) 

6) https://www.soumu.go.jp/main_content/000674055.pdf 

7) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html  

8) https://www.aao.ne.jp/research/aion/2014/pref.html 

9) https://www.aao.ne.jp/research/aion/2019/kyushu-okinawa.html  

10) https://www.bbc.co.uk/accessibility/forproducts/guides/mobile/ 

11) https://www.sankeibiz.jp/business/news/210127/bsd2101271828009-n1.htm   

12) http://www.mirai-commons.com/2018/blog20190607.html  

13) https://www.mhlw.go.jp/content/000605970.pdf  

14) https://www.span.jp/database/psdball.cgi  

http://www.eyelink.jp/search.php?p_mode=category&p_categoryKbn=1&p_ca

tegory1No=27&p_topPageFlg=1  

https://www.normanet.ne.jp/~it-map/index.html  

15) http://blind-ict.main.jp/pc-group-hyogo.html 
16) http://www.mie-ganka.net/modules/our_work/robijonitiranhyou.html 

17) https://www.jarvi.org/ 

 

付票 

・ICTサポートに関する Q＆A 

・ICTサポート団体一覧 
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[編集後記] 

 報告書を発行することができました。当初予定より大幅に遅れましたことお詫び

申し上げます。ICT サポートに関する Q＆A では、たくさんの人にアドバイスを書い

ていただきましたこと感謝します。また、議事録編では発表者に報告内容をチェッ

クいただきお礼を申し上げます。 

 フォーラムの計画は会場の確保から始まりましたが、広島市総合福祉センターを

１年前から予約するためには、全国的なイベントであることが必須条件でした。そ

れで、全国的な今回のフォーラムの計画を立て、その計画が承認され、会場を確保

することができました。今度は全国からどのように参加してもらうかが大きな問題

でしたが、丁度新型コロナの感染拡大防止のため Zoom によるオンライン開催がブ

ームになっていましたので、会場参加を一部残し、オンライン開催に切り替えまし

た。その結果、全国の多くの人に参加いただくことができました。 

 新型コロナの問題が起きていなかったら、従来の会場参加の形で開催し、全国か

らの参加者はほんの僅かな結果で終わったのではないかと思われます。新型コロナ

に助けられた形です。 

 オンライン開催で気をつけなければならないのは、参加ユーザーのことです。参

加ユーザーを調べてみると、参加者はある程度のスキルのある人に限られると推測

されました。オンラインイベントは比較的容易に開催でき、多くの参加者を得るこ

とができますが、一部のユーザー層が抜けてしまうことをまず考える必要がありま

す。 

（文責：栗川 隆宏） 

広島市視覚障害者情報支援センター 
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