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はじめに
背景・⽬的
総務省では、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて、電子書籍のアクセシビリティを確保するため
の調査研究を実施し、読み間違いのない音声読み上げに対応する電子書籍を制作するための手順等を
整理した「音声読み上げによるアクセシビリティに対応した電子書籍制作ガイドライン」の策定・公
表等を実施し、その普及・展開に努めてきたところである。
また、2017 年には、電子コミックスの推定販売金額が紙のコミックス（単行本）を初めて上回るな
ど電子書籍の普及が一層進展する一方で、各社から AI スピーカー等が発売されるなど、スマートフ
ォンやタブレットに続く新たな ICT デバイスも商品化されつつある。
こうした状況を踏まえ、電子書籍や新たな ICT デバイスによる障害者の読書環境を中心に、我が国
の情報アクセシビリティに関する現状（関連する海外の状況を含む。）等を調査することとした。

調査概要
本調査では、電子書籍等のアクセシビリティ動向、情報アクセシビリティ動向の 2 点について調査
し、その結果を取りまとめた。

電⼦書籍等のアクセシビリティ動向
事業者等へのヒアリング、文献調査等により、以下の項目の調査を実施した。
①

②

電子書籍に関する市場規模の現状、及び今後の市場規模の見込み


端末、電子書籍ストアの販売状況・利用状況



リフロー型電子書籍と固定レイアウト型電子書籍の比率

国内で販売されている主要な電子書籍の閲覧が可能な端末（ PC、タブレット、スマートフォン、
電子書籍専用端末）、主要な電子書籍ストアのアクセシビリティレベルの実態調査


電子書籍利用環境におけるアクセシビリティ機能への対応状況・課題



OS のアクセシビリティ機能の能力評価



AI スピーカーの開発状況等を踏まえた今後の認識率向上の可能性
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情報アクセシビリティの動向
障害者が円滑に社会生活を送っていくうえで、情報の入手や他者とのコミュニケーション、障害者
ならではの制約を踏まえた移動支援など、様々な分野で ICT を活用した支援が有効である。総務省で
は、ICT の利活用によるインクルーシブな社会の実現に向けた社会の意識改革等をテーマに平成 30 年
9 月から「スマートインクルージョンの実現に向けた懇談会」を開催しており、この懇談会の議論に
資するため、我が国や海外の情報アクセシビリティに関する現状について調査を行った。
①

海外の情報アクセシビリティに関する法制度の動向調査

②

障害者の情報アクセスや移動補助に関する事例調査

③

障害者参加型製品・サービス開発事例調査

④

東京オリンピック・パラリンピック関連の事例調査

⑤

AI 技術の発展による障害者支援の可能性検討
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第1部
電⼦書籍等のアクセシビリティ動向
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1. 電⼦書籍の市場規模の現況及び今後の市場規模の⾒込み
1.1. 電⼦書籍市場規模の現況
1.1.1 市場規模
電子書籍の市場規模は順調に伸びてきており、日本国内の電子出版市場規模は 2017 年度で 2,556 億
円と推計されている1。
なお、電子出版市場には電子書籍・電子雑誌が含まれており、内訳は、電子書籍の市場規模が 2,241
億円、電子雑誌の市場規模が 315 億円である。対前年度比で、電子書籍は 13.4%の増加、電子雑誌は
4.3%の増加となっている。
図 1-1. 電子書籍・電子雑誌の市場規模予測（2017 年度時点）
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（出典 インプレス総合研究所）

電子出版市場の調査を行っているインプレス総合研究所では、調査対象とする電子書籍・電子雑誌
それぞれの市場について、次のように定義している。

1 インプレス, お知らせ・ニュースリリース, 2018.07.24, 2017 年度の市場規模は電子書籍、電子雑誌合わせて 2500 億円を突破！
2022 年には 3500 億円規模に 『電子書籍ビジネス調査報告書 2018』7 月 30 日発売,
https://www.impress.co.jp/newsrelease/2018/07/20180724-01.html
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電子書籍の市場規模の定義：
電子書籍を「書籍に近似した著作権管理のされたデジタルコンテンツ」とし、配信された電子書籍
（電子書籍、電子コミック等）の日本国内のユーザーにおける購入金額の合計を市場規模と定義。
購入金額には、個々単位の販売に加え、月額課金モデル、月額定額制の読み放題、マンガアプリの
課金を含む。ただし、電子雑誌、電子新聞や、教科書、企業向け情報提供、ゲーム性の高いもの、
学術ジャーナルは含まない。また、ユーザーの電子書籍コンテンツのダウンロード時の通信料やデ
バイスにかかわる費用、オーサリングなど制作にかかわる費用、配信サイトにおける広告も含まな
い。
電子雑誌の市場規模の定義：
電子雑誌を、紙の雑誌を電子化したものやデジタルオリジナルの商業出版物で逐次刊行物として発
行されるものとし、日本国内のユーザーにおける電子雑誌の購入金額の合計を市場規模と定義。購
入金額には、個々単位の販売に加え、定期購読、月額課金モデル、月額定額制の読み放題を含む。
ただし、学術ジャーナル、企業向け情報提供、ゲーム性の高いものは含まない。また、ユーザーの
電子雑誌コンテンツのダウンロード時の通信料やデバイスにかかわる費用、オーサリングなど制作
にかかわる費用、配信サイトにおける広告、コンテンツ中の広告も含まない。
出版物の電子化は、電子書籍及び電子雑誌のほかに、記事等のデータベース化や絵本や学習教材の
アプリ化といったものもあるが、これらは「電子書籍」とは別物として扱われている。また、2000 年
代半ばに年間ベストセラーを続々と輩出して社会現象を巻き起こした「ケータイ小説」の進化系と言
える「小説投稿サイト」や、この数年ユーザー数が爆発的に増加しているチャット形式による超ショ
ート小説投稿サービス「チャット小説アプリ」なども、「電子書籍」とは分けて捉えられている。
電子書籍や電子雑誌が、前述のデータベースや読み物系サイトと大きく異なる点として、閲覧可能
でかつ著作権管理された専用のファイル形式でパッケージ化されていることが挙げられる。またアプ
リのように単体で一つの作品の世界観が囲い込まれているものと異なり、電子書籍は同じ作品を複数
の電子書籍ストアから選択して購入することが可能である。
ストアは「電子書店」とも言われ、実店舗の書店と同様、多様な出版社の多様な出版物を取り扱っ
ている。電子書籍の場合は紙の書籍と異なり、再販制度が適用されていないことから、ユーザーは二
つ以上のストアの価格を比較して安い方を選ぶことができる。価格に限らず、ストアの提供するサー
ビスや操作性などユーザー体験のより高いものを選択することができる。

1.1.2 電⼦書籍市場におけるコミックの重要性
電子書籍には、文字を中心とした読み物のほか、コミック（マンガ）や写真集といったものも含ま
れており、中でもコミックの売上高、伸びが大きく、市場をけん引している。2017 年度の電子書籍市
場 2,241 億円のうち、82.3%にあたる 1,845 億円がコミックとなっている。残り 17.7%、396 億円がそ
の他の電子書籍で、写真集や画集といった文字情報が少ないものも含め、コミックとその他という位
置付けとされており、コミック以外をまとめて「文字もの」と呼称されている。
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出版業界の調査機関である出版科学研究所が発表する電子出版市場調査によれば、コミックの市場
では、雑誌を除く単行本で紙と電子を比較すると、2017 年には電子コミックの売上金額が紙のコミッ
クの売上金額を上回った2。
同調査では、2017 年の電子出版市場規模は 2,215 億円、対前年比 16.0%増となっている3。うち電子
コミックは 1,711 億円、電子書籍（いわゆる「文字もの」）が 290 億円、電子雑誌が 214 億円となっ
ている。雑誌を除く電子書籍のみの市場規模 2,001 億円のうち、電子コミックは 85.5%、文字ものは
14.5%となっている。同期間の紙のコミック市場は、コミックス（単行本）が 1,666 億円、コミック誌
（雑誌）が 917 億円であった。
表 1-1 コミック市場全体の販売金額推移（2017 年時点）

（出典 出版科学研究所）
※表内の赤枠は調査員によるもの

調査方法と対象期間の違いにより、インプレス総合研究所と出版科学研究所の市場規模には違いが
あるが、電子書籍市場がコミックに依存しているという点は共通となっている。
一方、紙の出版物については、2017 年の販売金額4は書籍（単行本）が 7,152 億円、コミックス（単
行本）が 1,666 億円であり、その構成比は 23.3%となっている。
また 2018 年では、電子コミックは対前年比 14.8％増の 1,965 億円、電子書籍（文字もの）が同 10.7％
増の 321 億円で5、電子コミックの構成比が 86.0%へとさらに大きくなっている。2018 年 4 月に最大級
のマンガ海賊版サイトであった『漫画村』が閉鎖されて以降、電子コミック販売がより伸長している。
2000 年代に 3G 携帯電話の公式サイト向けに電子書籍・電子コミックの配信が開始され、日本国内
の電子書籍の市場が急速に伸びてきた。インプレス総合研究所によれば、2002 年度は 10 億円規模だ
った電子書籍市場が、3 年後の 2005 年度には、100 億円規模の市場となった。2000 年代半ばにはコミ

2

公益社団法人全国出版協会, お知らせ, 2018/02/26, 2017 年のコミック市場規模発表 紙＋電子で 2.8％減の 4,330 億円、紙は初の
二桁減、電子は 17.2％増, https://www.ajpea.or.jp/information/20180226/index.html
3
同, 2018/01/25, 2017 年の出版市場発表 紙＋電子で 4.2％減の 1 兆 5,916 億円、紙は 6.9％減、電子は 16.0％増,
https://www.ajpea.or.jp/information/20180125/index.html
4
出版科学研究所の調査による
5
同, 2019/01/25, 2018 年の出版市場規模発表 紙+電子で 3.2％減の 1 兆 5,400 億円、紙は 5.7％減、電子は 11.9％増,
https://www.ajpea.or.jp/information/20190125/index.html
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ックが電子書籍市場をけん引する傾向が一層明確になっており、2009 年度以降は電子書籍市場の 8 割
前後を電子コミックが占めている。
表 1-2 電子書籍市場規模と電子雑誌市場規模の推移

（出典『電子書籍ビジネス調査報告書 2018』インプレス総合研究所）

表 1-3 電子書籍市場におけるコミック構成比
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図 1-2 電子書籍市場におけるジャンル別内訳

（出典 『電子書籍ビジネス調査報告書』インプレス総合研究所）
※表 1-3、図 1-2 ともに 2005 年度版～2018 年度版を元に調査員作成

1.1.3 電⼦書籍のファイル形式
現在、電子書籍のファイル形式は EPUB が一般的である。
2000 年代においては、国内市場を主眼に開発され、携帯電話公式サイトでも推奨されていた XMDF6と
電子出版の国際標準化団体 IDPF8が策定する EPUB がバージョン 3.0
ブックサーフィン7が主流だったが、
で日本語に対応した 2011 年以降、日本でも普及した。すでに欧米で先行してオープンしていた Amazon
『Kindle ストア』や Apple『iBookstore』（現在は『Apple Books』に改称）といった大手電子書籍ス
トアが EPUB を採用していたことから、この時期、既存の電子書籍ファイルを EPUB に変換するといっ
た対応も見られた。
EPUB は XHTML、CSS などのウェブのオープン規格を用いたフォーマットであり、画面サイズに合わ
せて文字の折り返し等が調整される「リフロー型」と、コミック等、画面サイズに関わらずあらかじ
め決まったレイアウト表示がされる「固定レイアウト型」（「フィックス型」ともいう）に対応して
いる。「固定レイアウト型」の EPUB は、テキスト部分も含め 1 ページの紙面を丸ごと SVG やビットマ
ップなどの画像データとして持っているため、リフロー型で対応している文字の拡大、ハイライト、
検索、辞書の参照といった機能が利用できない。

6

シャープが開発した電子書籍のフォーマットで、ルビや段組などの日本特有の仕様にも対応したことで、シャープ以外の国内の電
子書店でも採用された。
7
国内電子書籍関連ソフトメーカーであるセルシスが開発したフォーマットで、多くの電子コミック書店で採用された。
8
International Digital Publishing Forum。現在は W3C と統合されている。
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また、電子書籍のアクセシビリティでは内容を音声で読み上げできることが重要であるが、このた
めにはテキスト情報を OS のアクセシビリティ支援機能に渡すことが必要となるため、テキスト情報を
持たない固定レイアウト型は読み上げを行うことができない。さらに、弱視者等では白地に黒文字だ
と明るすぎて見にくい場合があり、白黒反転を行って黒い背景に白文字を表示させる白黒反転機能を
用いることもあるが、固定レイアウト型の場合は画像の印象が大きく異なってしまうこともあり、文
字の白黒反転機能にも対応しない場合がある。
図 1-3

リフロー型（再流動型）の仕組み・フィックス型（固定レイアウト型）の仕組み

（出典 『電子書籍制作・流通の基礎テキスト』植村八潮 編著/電子出版制作・流通協議会 著）

1.1.4 電⼦書籍のファイル数、及びリフロー型と固定型の⽐率
電子書籍には、紙の書籍と違って「束（つか：本の厚さ）」の概念がない。紙の書籍は一定の束が
ないと物理的に成り立たないが、電子書籍の場合は数ページでもファイル化して配信することが可能
である。このため週刊誌の記事単位（グラビアページを含む）、単行本の章などの小さな単位での配
信が可能である。これらを「マイクロコンテンツ」と言い、数十円から数百円程度の安価で販売され
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ている。一方、紙の本では上下巻に分かれているものが、「合本9」として 1 冊にまとまっているもの
もある。この場合同じタイトルで「上巻」「下巻」「上下合本」と 3 ファイルが存在することになる。
このような状況から、電子書籍の正確な作品数をカウントすることは難しい。
コミックの場合は、更に複雑である。紙の本 1 冊（1 巻10）分で販売される「巻売り（かんうり）」
と、コミック誌に掲載される 1 話分程度のボリュームで 1 ファイルとして販売する「話売り（わうり）」
が混在する。電子コミックでは、さらにモノクロ版とカラー版が制作されるケースもある。例えばシ
リーズもののコミックス（数話が 1 冊になった単行本）の場合、「コミックス

モノクロ版 第 1 巻」

「コミックス カラー版 第 1 巻」「コミック 第 1 話」「コミック カラー版 第 1 話」が存在する。
さらにこれらがフィーチャーフォン向けに配信されている場合、現在スマートフォン・タブレット端
末向けに配信されている EPUB ファイルのほかに、「コミック 第 1 話」「コミック カラー版 第 1 話」
それぞれにコミックサーフィンファイル、または XMDF ファイルが存在する。巻数、話数に関係なく「コ
ミック カラー版」「コミック モノクロ版」をそれぞれ 1 作品としてカウントするストアもあれば、
「コミックス カラー版 第 1 巻」と「コミックス モノクロ版 第 1 巻」をそれぞれ 1 作品とし、巻
数分を作品数として計上するストアもある。
このようにストアごとの違いに加え、電子書籍取次事業者や出版社によっても作品数のカウントの
仕方に違いがあるため、作品数に関する業界で標準的な統計が存在しない。
そこで、取次事業者へのヒアリングや大手総合電子書籍ストアの掲載作品点数から、電子書籍の作
品数を推計することとした。この推計方法に基づくと、現在流通している電子書籍（雑誌は含まない）
は、少なくとも 50 万作品以上はあり、そのうち EPUB で制作されている電子書籍は 40 万作品以上に上
るものと推測される。このうち約半数が固定レイアウト型で制作されているコミックスで、「文字も
の」でも固定レイアウト型で制作される写真集やレイアウトが重要な意味をもつ実用書が 1 割程度で
あるため、固定レイアウト型が過半数を占めているものと思われる。残りの 4 割程度がリフロー型で
あると推測される。

9
10

数冊の本を 1 冊の本にまとめたもの。
コミック雑誌に掲載された 1 話（16～20 ページ程度）を数話（8～10 話）程度まとめて 1 冊にしたもの。
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図 1-4

EPUB ファイル

固定型とリフロー型の割合（イメージ）

文字もの
（リフ
ロー）

コミック

文字もの
（固定）

※ヒアリング結果より推計

1.1.5 電⼦書籍化率
電子書籍の市場の拡大とともに、紙書籍の電子書籍化率が高くなってきている。
「日本における電子書籍化の現状:国立国会図書館所蔵資料を対象とした電子書籍化率の調査」11に
おいて、出版年が新しいものほど電子書籍化率が高いという結論が示されている。この調査では、無
作為に抽出した 5 万タイトルのサンプルが電子書籍化されているかどうかを調査しており、サンプル
は、1985 年から 2010 年までは 5 年おきに各年 5,000 点、2014 年から 2017 年の 3 年間は各年 5,000 点
で、出版年、発行形態による分析もなされている。
この調査によると、2017 年発行の出版物の電子書籍化率は全ジャンルで 36.8%であり、2017 年中に
発行された ISBN12付の書籍のうち、3 分の 1 以上が電子書籍化されている。

11

「日本における電子書籍化の現状:国立国会図書館所蔵資料を対象とした電子書籍化率の調査」, 安形輝(亜細亜大学),上田修一(元
慶應義塾大学),『日本図書館情報学会 2018 年春季研究集会発表論文集』収録, 出版年ごとの電子書籍化率
http://user.keio.ac.jp/~ueda/papers/ebookJSLIS2018.pdf
12
International Standard Book Number：国際標準図書番号の略称で、固有の書籍出版物を発行形態別、1 書名ごとに識別する 13 桁
のユニークなコード。世界の多くの国と地域で発行される書籍に表示されている。
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図 1-5 出版年ごとの電子書籍化率

（出典 安形輝(亜細亜大学),上田修一(元慶應義塾大学)
「日本における電子書籍化の現状:国立国会図書館所蔵資料を対象とした電子書籍化率の調査」）

また同調査では、発行形態別によって電子書籍化率に差があることも示されている。
調査対象の 5 万点の出版物のうち、最も電子書籍化率が高い発行形態はコミックの 64.8%であり、
次に文庫の 44.0%、新書1330.4%と続いている。
最も低いのは磁性媒体14等の 1.6%で、デジタル情報を敢えて CD や DVD などにパッケージ化し物流ル
ートに乗せているものである。ほかに、事・辞典 2.2%、絵本 2.9%、図鑑 3.6%、全書・双書154.9%とな
っている。
ただし、事・辞典については、電子書籍とは別形態である電子辞書やウェブ百科事典、データベー
スなどの形態で提供されたり、また絵本や図鑑などは電子書籍ではなくアプリ化されたりするなど、
出版物の電子化と電子書籍化とは必ずしも同義ではない。

13

新書判（縦 173×横 105mm、およびそれに近い大きさ）の本
出版社が発行するビデオや DVD、CD などが該当。
15
叢書とも書く。特定の共通項に基づいていくつかの書物・著作をまとめあげたもので、現在では装幀など一定の形式にしたがって
継続的に刊行される出版物，とくに古典や教養書のシリーズを指すのが普通。
14
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表 1-4 発行形態別の電子書籍化率

（出典

前に同じ）

発行形態別の電子書籍化率の経年変化を見ると、2014 年にはコミックの電子書籍化率が 8 割を超え
たことが分かる。
図 1-6 出版年ごとの発行形態別電子書籍化率

（出典 同調査パワーポイント資料16）

インプレス総合研究所『電子書籍ビジネス調査報告書』では、発行形態ではなく、カテゴリ別ベス
トセラーから見た電子書籍化率17を算出している。
経年比較のグラフからは、ゲーム関連書と児童書を除けば、電子書籍化が進んでいることが分かる。
特にコミックでは、紙でベストセラーになった作品は 3 年連続で 100%電子書籍化されている。
16
日本における電子書籍化の現状:国立国会図書館所蔵資料を対象とした電子書籍化率の調査,安形輝(亜細亜大),上田修一(慶応大),
https://speakerdeck.com/tel_agata/ri-ben-niokerudian-zi-shu-ji-hua-falsexian-zhuang-guo-li-guo-hui-tu-shu-guan-suo-zan
g-zi-liao-wodui-xiang-tositadian-zi-shu-ji-hua-lu-falsediao-cha
17
毎年 12 月にトーハンが発表するベストセラーランキングを元に、当該タイトルが電子書籍化されているかを調査。総合と文庫総合
が 20 位まで、それ以外のカテゴリは 10 位までのタイトルが対象である。コミックはオリコンランキングを参照しており、2015 年ま
では 30 位まで、2016 年、2017 年はオリコンの発表形態の変更を受け 10 位までの調査となっている。

Association for E-publishing Business Solution

13

図 1-7 紙書籍ベストセラーランキングから見るカテゴリ別電子書籍化率状況（経年比較）

（出典 『電子書籍ビジネス調査報告書 2018』インプレス総合研究所）

本調査では、文庫の電子書籍化率が 65%（前掲の電子書籍化率調査では 72.0%）とやや低いが、これ
は電子書籍化を許諾しないベストセラー作家による作品が上位に含まれていることによるものと思わ
れる。
なお、同報告書では、2018 年版より電子書籍化されたかどうかに加え、いつ電子書籍化されたかに
ついても調査されている。また、紙書籍発売日に対して 2 週間以内に電子書籍化された作品をサイマ
ル配信18としている。サイマル配信／非サイマル配信の比率を含めた結果は以下の通りである。

18

異なるメディアで同一のコンテンツを同時に配信すること。この場合は紙の書籍と電子書籍を同時に出すことを指す。
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図 1-8

2017 年

紙書籍ベストセラーランキングから見るカテゴリ別電子化状況

（出典 前に同じ）

サイマル配信の比率が高いのは、コミック、新書19・ノンフィクション、単行本20・文芸、単行本・
ビジネスであり、一般書・教養書といわれる分野である。これらのジャンルでは、紙の書籍の発売と
ほぼ同時に電子書籍化が行われ、配信される場合が多い。
しかしその一方で、「ロングテール21」と言われる少部数で専門性の高い書籍については、電子書籍
化が進んでいない。『電子書籍ビジネス調査報告書 2017』掲載記事22を元に、2017 年 7 月時点での電
子書籍ストア最大手の Kindle ストアのカテゴリ別配信点数を見ると、次のようになる（現在 Kindle
ストアでは、カテゴリ別の配信点数を公開していない）。

19

新書判（縦 173×横 105mm、およびそれに近い大きさ）の本
叢書や全集などの中の 1 冊としてではなく、単独で刊行される本
21
インターネットを用いた販売の手法、あるいは概念。通常の販売では数少ない売れ筋商品が売り上げの大部分を占める場合が多く、
各商品の販売金額が大きい順に並べた棒グラフの形が首を持ち上げた首長竜のシルエットのようになる。インターネット上の販売で
は展示の物理的な制約がないため、リアルの店舗では個別の売り上げがあまり望めない商品（首長竜の長い尾の部分（ロングテール）
にあたる商品）でもアイテム数を幅広く取り揃えることで、大きな売り上げを確保することができる。
22
『電子書籍ビジネス調査報告書 2017』,第 4 章 電子書籍ストア／サービスの動向, 4.1 Kindle ストア,タイトル数／品揃え, P129
20
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図 1-9 Kindle ストア

カテゴリ別配信点数（2017 年 7 月時点）

※『電子書籍ビジネス調査報告書 2017』（インプレス総合研究所）を元に作成
これを見ると、「コミック」の次に「文学・評論」の点数が多く、続いて「アダルト」となってお
り、紙書籍と比べてエンターテインメント系の読み物の比重が高い。
大手出版社では、とりわけ雑誌やコミックのジャンルにおいて、市場のニーズに応える形でサイマ
ル配信を推進し、紙と電子の制作フローを整備してきた。しかし、少部数で専門性の高い書籍を発行
している出版社は、まだそこに至っていない。今後も市場の牽引役として、コミックに加え、ライト
ノベル、小説などの一部の限られた文字ものが中心となっていくものと思われる。
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1.2. 電⼦書籍を閲覧する端末・ストアの販売・利⽤状況
1.2.1 電⼦書籍を閲覧する端末の利⽤状況
2019 年現在、国内で発売されている電子書籍専用端末は Kindle と kobo のみである。また、所有率
も高いとはいえず、電子書籍専用端末の世帯所有率は 16.4%23にとどまっており、利用率は全世代でわ
ずか 6.1%という低い数値になっている。
図 1-10

モバイル機器を除く主な機器の利用率等（全世代）

（出典 『平成 29 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』総務省）

現状では、電子書籍を閲覧するための機器は、電子書籍専用端末よりもスマートフォンやタブレッ
ト端末等、汎用のモバイル端末が中心となっている。電子書籍ストアを対象としたヒアリングからも、
電子書籍の閲覧は 9 割方がスマートフォンからのアクセスによる、との回答が得られている。また電
子書籍利用者を対象としたアンケート調査結果24も、その回答を裏付けている。

23
24

総務省『平成 29 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』より
インプレス総合研究所
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図 1-11

ユーザーアンケートによる「電子書籍を利用する端末（複数回答）」調査結果
52.3
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Android スマートフォン

閲覧端末 （n=1477）

28.7
25.8

iPhone
16.4

Android タブレット
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購入端末 （n=1477）

15.9

iPad

10.6
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パソコン（Windows）
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Kindle Fire
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Kindle （電子書籍リーダー）
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パソコン（Mac）
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電子書籍の利用端末

（出典 『電子書籍ビジネス調査報告書 2018』インプレス総合研究所）

ストアが iOS や Android OS 向けにストアアプリ（リーダー／ビューワとも言う）を提供することで、
ユーザーはスマートフォンやタブレット端末からの閲覧が可能になる。
米 Amazon は、Kindle 端末を販売する一方で、iOS、Android、BlackBerry、Windows Phone などモバ
イル向けに Kindle アプリを公開したことにより、ストアの売上を大きく伸ばしたと言われている。ス
トアは汎用端末向けにストアアプリを提供することでより多くのユーザー獲得することができるため、
日本国内のほとんどのストアが iOS、Android OS、PC、Mac に対応したストアアプリを提供している。
一般的に、ストアアプリは、EPUB 以外のファイル形式の電子書籍も扱っており、多様なファイル形
式に対応している。また違法なコピーを防ぐため、DRM25も実装されている。

1.2.2 電⼦書籍ストア
日本国内の電子書籍ストアは、正規版サービスであることを示す「ABJ マーク」の申請数、及び電
子書籍取次事業者へのヒアリングによる取引サービス数から類推すると、現在主流となっているスマ
ートフォン向けは 200 ストア程度と考えられる。前述したように日本の電子書籍市場はコミック中心
であり、電子書籍ストアの多くはコミック専門ストアである。コミック専門ストアでは、マンガ調の
イラストを用いたライトノベル、ボーイズラブ小説、ティーンズラブ小説といった「文字もの」も配
信しているストアもあるが、取り扱いジャンルは限定的である。また 2013 年以降急増した「無料マン

25

Digital Rights Management：デジタル著作権管理
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ガアプリ」の多くはストアと連携するなど、掲出する無料の「話」をフックにストアまでの購買導線
を敷いている。
電子書籍ストアが提供するアプリは、AppStore 等、プラットフォーマーが提供する課金システムの
手数料が高いことにも起因し、閲覧専用のビューワアプリであるケースが多い。これらアプリでは、
直接電子書籍コンテンツを購入することはできず、ウェブ上のストアで購入するか、別のアプリ（多
くは「ショッピング」アプリ）経由で購入する必要がある。そのため電子書籍関連のアプリは「有料」
のものは稀で、無料コミックアプリを含め、多くのストアが無料アプリとして提供されている。
コミック専門ストア以外には、特定のカテゴリに特化せず、様々なジャンルの電子書籍を扱う主要
な総合型電子書籍ストアがある。主な総合電子書籍ストアとしては、『Kindle ストア』（Amazon）、
『楽天 kobo』（楽天）、『Apple ブックス』（Apple）、『Google Play ブックス』（Google）、『Reader
Store』
（ソニー・ミュージックエンタテインメント）、
『honto』
（大日本印刷）、
『BookLive!』
（BookLive）、
『BOOKWALKER』（ブックウォーカー）、『DMM ブックス』（DMM.com）、『d ブック』（NTT ドコモ）、
『ブックパス』（KDDI）、『電子書店パピレス』（パピレス）などが挙げられる。

1.3. 電⼦書籍ストア以外の電⼦書籍利⽤⼿段
電子書籍の利用手段としては、電子書籍ストアで購入する以外にもいくつかの方法がある。例えば
公共図書館や大学図書館では、電子書籍を利用する手段として電子図書館サービスを導入していると
ころがある。また墨字の電子書籍とは異なるが、健常者だけでなく視覚障害者等印刷物による読書が
難しい方々が読書する際にも、音声で内容を理解することができるオーディオブックもある。そして
視覚障害者等が読書を行うための手段として DAISY 図書（利用対象者は視覚障害者等に限定）が提供
されている。
表 1-5

電子書籍ストア以外の電子書籍利用手段

種類
電子図書館サービス

概要
電子図書館サービスは、紙の本ではなく電子書籍を貸し出したり、館内利
用したりできるサービス。図書館に出向かなくても、電子図書館アプリと
登録 ID 等を利用することにより、自宅等からいつでも、どこでも本を借
りることができる。
一部の図書館では、電子書籍の音声読み上げ機能を提供しており、視覚障
害者等も独力で読書を楽しめるようになっている。

オーディオブック

ナレーターや声優が本を朗読した、「聴く本」。
耳だけで読書を楽しめるため、視覚障害者など文字を読むのが難しい人に
加え、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など生活のあら
ゆるシーンで「ながら読書」を楽しむことができる。
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種類
DAISY 図書

概要
DAISY とは、Digital Accessible Information SYstem の略で、日本では
「アクセシブルな情報システム」と訳されている。
DAISY 図書には、書籍を読み上げて録音した「音声 DAISY 図書」や、合成
音声で読み上げ可能な「テキスト DAISY 図書」、テキストと読み上げ音声
を連動して利用できる「マルチメディア DAISY 図書」等がある。
DAISY 図書は著作権法第三十七条第三項に定める権利制限に基づき、視覚
による認識が困難な者等に対して著作者による許諾なしに著作物の複製、
公衆送信を行うことができる。ただし利用については、「視覚障害その他
の障害により視覚による表現の認識が困難な者」に限られている。

1.3.1 電⼦図書館サービス
2019 年 1 月現在、公共図書館で電子書籍の貸出サービス（電子図書館サービス）を実施している自
治体は 86 自治体であり、日本全国の対象自治体（都道府県、特別区、市町村）総数 1，794 自治体（2019
年 3 月時点）のうち、サービス導入自治体は 4.8％に留まっている。電子書籍の貸出サービスは、貸
出・返却・督促などの業務にかかる人手や蔵書スペースが不要になり、読者による本の汚れや経年劣
化がないといったメリットがあり、今後拡大が期待されるサービスである。
電子図書館サービスを提供している主な事業者は、図書館支援事業者の図書館流通センター（TRC）、
プラットフォーム及びコンテンツ提供事業者の日本電子図書館サービス（JDLS）、それに電子取次事
業者のメディアドゥ等が挙げられる。
図書館で貸出可能な電子書籍は、電子書籍ストアで配信されるものとは別に、電子図書館向けの配
信契約を結ぶ必要がある。図書館での貸出サービス用に提供可能な電子書籍は、最大手の TRC でも 7
万タイトル程度26（ただし洋書は含まない）である。

26

TRC-DL コンテンツ、LibrariE コンテンツ間の重複タイトルを除いたタイトル数（青空文庫除く）
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図 1-12

電子図書館サービス「LibrariE＆TRC-DL」利用可能コンテンツ

（出典 TRC 提供資料）

・TRC-DL コンテンツ

約 37,000 タイトル（2019 年 1 月 10 月付タイトルリスト準拠）

コンテンツタイプ：電子書籍（フィックス）、電子書籍（リフロー）、動画、
リッチ、音声
・LibrariE コンテンツ

約 44,600 タイトル（2018 年 12 月 27 日付タイトルリスト準拠）

コンテンツタイプ：電子書籍（フィックス）、電子書籍（リフロー）
※TRC では、DNP グループが独自に収集している TRC-DL コンテンツと、JDLS が提供する LibrariE
コンテンツの搭載が可能であり、両コンテンツのうち重複タイトルと青空文庫を除いたタイトル
数が 7 万タイトル程度となる。
ただし、7 万タイトルすべてが各導入館で閲覧できるわけではなく、紙の図書と同様、司書の“選
書”を経たもののみが各館の貸出対象コンテンツとなる。電子図書館サービス導入館では、最大で 1
万タイトル強が選書されている27。

1.3.2 オーディオブック
米国では、オーディオブック28市場の伸びが堅調である。2018 年のダウンロード型のオーディオブ
ックの取引額は 4 億 6,930 万ドルであり、CD など物流型オーディオブックが 4,570 万ドル、合計 5 億
1,500 万ドルとなっている29。

27

『電子書籍ビジネス調査報告書 2018』（インプレス総合研究所）, 第 2 章 国内の電子書籍ビジネスの最新動向, 2.10 電子書籍
図書館サービス提供に向けての動き, P103
28
主に書籍を人が朗読したものを録音した音声コンテンツ。
29
AAP, Newsroom, February 12,2019, AAP StatShot: Trade Book Publisher Revenue Increased by 4.6% in 2018,
http://newsroom.publishers.org/aap-statshot-trade-book-publisher-revenue-increased-by-46-in-2018/
取次や書店との取引金額を集計している。
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2017 年はダウンロード型 3 億 4220 万ドル、物流型 5,820 万ドルであり、物流型オーディオブック
が 21.5%減となっている一方、ダウンロード型オーディオブックは 37.1%と大きく成長しており、電子
書籍の市場規模 10 億 1,620 万ドルの約 50%に匹敵する規模となっている。
表 1-6

AAP 発表 Jan.toDec.:Total Trade Revenue by Format (in millions)

（出典 Association of American Publishers（APP） ホームページより）
※赤枠は調査員によるもの

2017 年までのフォーマット別の推移を以下に示す。なお、ここで言う「Audiobooks」は、ダウンロ
ード型オーディオブックを指す。物流型オーディオブックは「Other」に含まれている。
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図 1-13

フォーマット別推移（AAP 発表資料より）

※AAP 発表資料を元に調査員作成

この数年のスマートスピーカーの普及もあり、オーディオブックは 2017 年から 2018 年にかけて急
激な伸びを見せている。米 VoiceLabs の調査（2016 年 12 月）によると、Amazon Echo や Google Home
でどのスキルが好きかという問いに対して、46.7%が「音楽やオーディオブック」と回答し、「スマー
トホームデバイス」「ゲームやエンターテインメント」「ニュースやポッドキャスト」を大きく上回
って第 1 位という結果となっている30。
なおこの調査では電子書籍市場は 2014 年をピークに減少傾向にあるが、AAP に加盟していない出版
社やセルフパブリッシングによる電子書籍市場は、これらの 2 倍ほどあると推計されている31。また
オーディオブックのジャンルも同様に、AAP 加盟社以外でもこれらの 60%相当規模の市場があると推計
されている。
日本では、オーディオブック市場に関する統計が存在していないが、2018 年 2 月時点で 50～60 億
円と想定されている32。電子書籍市場全体の 2,241 億円と比べると、2.2～2.7%、「文字もの」396 億
円と比較しても 12.6～15.2%と、市場規模は小さい。
オーディオブックを取り扱う『audiobook.jp』を運営するオトバンクの上田氏によると、
『audiobook.jp』の会員数は 2007 年のサービス開始以来順調に伸びており、特に 2017 年から 2018 年
にかけて前年比 2 倍、一年間あたりの新規会員数も前年比約 3 倍増という急成長を遂げ、2019 年には
30
The 2017 Voice Report EXECUTIVE SUMMARY,
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/voicelabs/report/vl-voice-report-exec-summary_final.pdf
31
authorearnings.com, 2018 Digital Book World Keynote Presentation, October 6th, 2018, Data Guy,
http://authorearnings.com/dbw2018/
32
with news, 話題, 2018 年 02 月 24 日, スマホが変えた「オーディオブック」 狙うのは「耳のすき間時間」,
https://withnews.jp/article/f0180224001qq000000000000000G00110101qq000016826A（オトバンク 上田渉氏）
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60 万人に達している33。ただし米国等と比べて市場規模には大きな差があり、オーディオブックの普
及には、まだ時間がかかるものと思われる。
図 1-14

「audiobook.jp」会員登録者数推移（株式会社オトバンク

ニュースリリースより）

1.3.3 DAISY 図書
DAISY は、「Digital Accessible Information SYstem」（アクセシブルな情報システム）の略であ
り、視覚障害者の読書のために開発され、現在は世界 50 か国以上で採用されている国際標準規格とな
っている。DAISY の特徴として、特別なファイル圧縮方法の採用と、ナビゲーション機能が挙げられ
る。
特別なファイル圧縮方法：
高い圧縮率で音声データを圧縮することができ、長時間の音声をコンパクトなデータにすることが
可能。圧縮率にもよるが、1 枚の CD に 50 時間以上録音できる。また、読み上げ速度の変更も可能。
ナビゲーション機能：
収録時間が長くなると、再生速度を上げたり、トラック数を増やしたりしても、聞きたい部分にた
どり着くのが煩雑になってしまう。このため、見出しやページなどの情報を記録し、読みたい章や節、
あるいは任意のページ・場所に自在に移動できるようになっている。
DAISY 図書には音声 DAISY 図書、テキスト DAISY 図書、マルチメディア DAISY 図書の 3 種類がある。

33

PR TIMES, 株式会社オトバンク, 2019 年 1 月 31 日, 「audiobook.jp」会員登録者数、60 万人を突破！～「聴き放題」開始と利用
シーンを訴求 会員数前年比 200%増～, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000034798.html
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表 1-7

DAISY 図書の種類

種別

内容


書籍を DAISY 形式で録音したもの。再生には専用の DAISY 再生機が必要
となる（DAISY 再生機は日常生活用具給付制度候補品目）。

音声 DAISY 図書



また、専用ソフトにより、Windows パソコン等でも聴くことが可能。



DAISY 図書の多くが、音声 DAISY 図書である。



音声 DAISY 図書が音声データを基に作られているのに対し、テキスト
DAISY は文字データを基に作られており、音声 DAISY 図書よりも短い期
間で製作することが可能。

テキスト DAISY 図書



再生には、合成音声読み上げ機能を利用するため、想定された読みとは
異なる読み上げ方をする場合がある。



キーワードによる全文検索、任意の場所へのブックマーク（しおり）
挿入、人名や外来語の表記の確認等が容易に行える。



音声とテキストデータ、そして挿絵などのデータを基に作られた DAISY
図書。



音声とテキストをシンクロ（同期）させて表示することができる。
音声とテキストをシンクロすることで、全盲だけでなく弱視者、ディス
レクシア、知的障害児者などにとっての利便性も高まっている。マルチ

マルチメディア

メディア DAISY では、読み上げている部分の文字がハイライト表示され、

DAISY 図書

文字の大きさや色、行間、縦書きや横書き、あるいは背景色やハイライ
トの色も変えることができるので、それぞれの見え方に合わせた表示を
選択できる。


キーワードによる全文検索、任意の場所へのブックマーク（しおり）挿
入、人名や外来語の表記の確認等も容易に行える。

DAISY 図書は視覚障害者情報提供施設及び公共図書館等で制作されているものが多く、タイトル数
についての正確なデータはないが、視覚障害者情報総合ネットワークである「サピエ」34が運営してい
るサピエ図書館では、21 万タイトルに及ぶ点字データ、そして 9 万タイトルの DAISY 図書データを保
有している。
サピエでは国立国会図書館が制作・収集した音声 DAISY 図書データ 2 万タイトルもダウンロードで
きることから、DAISY 図書の総数は 11 万タイトル程度と推定される。
サピエは、視覚障害等をもつ約 1 万 7,000 人の個人会員が利用しており、また全国の視覚障害者情
報提供施設(点字図書館)や公共図書館・ボランティア団体・大学図書館など、約 380 の施設や団体が
34

日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行なっている。
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加盟して、視覚障害者等への情報サービスを行なっている。またサピエは全国のサピエ会員施設・団
体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字・音声図書出版目録をデータベース化しており、点
字図書や録音図書の全国最大の書誌データベース(約 75 万件)となっている。
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2. 主要端末・ストアのアクセシビリティレベルの実態調査
2.1. アクセシビリティへの対応状況
2.1.1 電⼦書籍ストアのアクセシビリティ対応
平成 28 年度『電子書籍のアクセシビリティを確保するための調査研究』（総務省）において、「音
声読み上げによる電子書籍アクセシビリティの実現レベル（案）」を策定した。この案は電子書籍ス
トア等で公式に認められた指標ではないが、視覚障害者等が電子書籍を利用する際に必要とするアク
セシビリティ要件に基づいてまとめられたものである。以下に、その内容を示す。
表 2-1 音声読み上げによる電子書籍アクセシビリティの実現レベル（案）
レベル

電子書籍コンテンツ

リーダー

0

 音声読み上げを行えるようなテキストデー
タを持たない場合。

1

 音声読み上げに対応できるよう、テキスト
データを持っていること（紙面が画像で構
成されている固定レイアウト型の場合は、
マルチレンディション35により、画像とは
別にテキストデータを持つ）。
 かつ、最低限の構造化がなされていること。

 OS が提供するアクセシビリティ支援機能を利用するこ
とができない場合。
 又は、電子書籍専用端末が、アクセシビリティ支援機能
を持たない場合。
 電子書籍コンテンツに含まれるテキストデータを、OS
が提供するアクセシビリティ支援機能に渡せること、ま
たはリーダーがテキストデータを読み上げできること。
 また、電子書籍の構造に従い、最低限のナビゲーション
機能が利用できること。

2

 テキストを正しく読み上げできるよう、誤  電子書籍コンテンツに含まれるテキストデータを、OS
が提供するアクセシビリティ支援機能に加え、TTS ソフ
読しやすい部分や音声化しないと内容伝達
ト等のアクセシビリティ支援ツール等に出力できるこ
に支障がある画像等（例えば外字）に対し
と。
て、正しい読み方の情報を持っていること。
 かつ、章や節などが正しく構造化されてい  又は、レベル 2 以上の電子書籍コンテンツが持つ読み方
の情報をテキストデータとともに出力できること。
ること。
 上記に加え、電子書籍コンテンツの構造に従い、目次と
本文の間の移動、飛ばし読みなど適切なナビゲーション
機能が提供されていること。
 レベル 2 に加え、電子書籍のテキスト及び  レベル 2 に加え、レベル 2 以上の電子書籍コンテンツが
持つ、読み方その他発話に関する情報に基づき、その指
音声化しないと内容伝達に支障がある画像
示とおりに正しく読み上げできること。
等（例えば外字）のすべてに対して、正し
い読み方の情報もしくは正しく読み上げら  その際に、読み上げスピードの変更等、利用者に適した
読み上げを行えるように調整を行えること。
れた音声データファイル（audio データ）
を持っていること（肉声、TTS は問わない）。  また音声データファイルを持つ電子書籍の audio デー
タを再生することができ、メディアオーバーレイ（media
 また、発話する言語種別に関する情報、発
overlays）36の機能が再生可能なこと。
話音声の種別（性別、声質等）に関する情
報を持っていること。

3

（出典 『電子書籍のアクセシビリティを確保するための調査研究』総務省）

35 EPUB Multiple-Rendition Publications 1.0（http://www.idpf.org/epub/renditions/multiple/）
マルチレンディション（マルチプル-レンディション）とは、同一内容で表示形式が異なる複数のコンテンツを保持しており、必要に
応じた形式で表示を可能とすること。
36
メディアオーバーレイとは、EPUB の仕様の一つで。主に SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)を利用してマル
チメディアデータ（音声データ）とテキストとの同期を取る仕掛け。音声読み上げしている部分のテキストをハイライトすることが
可能。
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「1.2. 端末・ストアの販売・利用状況」で述べたように、日本国内の電子書籍閲覧デバイスは、
汎用端末のスマートフォンがメインである。
電子書籍専用端末の Kindle や kobo では音声読み上げには対応していない。また、電子書籍ストア
アプリが OS のアクセシビリティ支援機能に対応し、読み上げ等に対応しているかを調査した結果、ほ
とんどのストアでは、現段階ではアクセシビリティに対応していないことが分かった。2019 年 1 月時
点では、各社、研究・検討を行っている段階である。
表 2-2

電子書籍ストアのアクセシビリティレベル

ストアのアクセシビリティレベル

ストア名
Kindle ストア（Amazon）
Google Play ブックス（Google）

１

Apple Books（Apple）
楽天 kobo 電子書籍ストア（楽天）
電子書店パピレス（パピレス）
犬耳書店（パピレス）
0

その他のストア

ストアアクセシビリティレベル 1 の各ストアの電子書籍の読み上げは、OS のアクセシビリティ支援
機能を利用している場合が多い。OS のアクセシビリティ支援機能はテキストを読み上げする TTS37であ
ることから、アクセシビリティレベル 1 のストアでも、テキスト読み上げに対応していない固定レイ
アウト型の場合は読み上げができず、リフロー型の電子書籍のみ読み上げ対応可能となっている。
表 2-3

各電子書籍ストアの利用可能な OS のアクセシビリティ支援機能等

ストア名
Kindle ストア

事業者
Amazon

利用可能な OS のアクセシビリティ支援機能等
Voice View（Kindle Fire）
TalkBack（Android OS）
VoiceOver（iOS）
ナレーター（Windows）
Amazon Echo

Google Play ブックス

Google

TalkBack（Android OS）
VoiceOver（iOS）
Google Home
※対象はオーディオブックのみ

Apple Books

Apple

楽天 kobo 電子書籍ストア

楽天

VoiceOver（iOS）
TalkBack（Android OS）
VoiceOver（iOS）

37

Text-to-Speech：テキスト読み上げ機能。（テキストがないもの、たとえは写真や絵、マンガなどは読み上げられない）
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電子書店パピレス

パピレス

TalkBack（Android OS）
VoiceOver（iOS）

犬耳書店

パピレス

TalkBack（Android OS）
VoiceOver（iOS）
Google Home

『犬耳書店』は、総合型ストア『電子書店パピレス』、レンタルコミックストア『Renta!』を運営
するパピレスが運営する実用書専門のストアで、1 冊の書籍を章ごと、記事ごとに分冊して配信する
という特徴を持つ。取り扱いコンテンツは「文字もの」のみで、約 7,400 冊分の全タイトルが OS のア
クセシビリティ支援機能に対応している。
『犬耳書店』は、2018 年 10 月にスマートスピーカーの Google Home にも対応した38。スマートフォ
ンやタブレットでも「Google アシスタント」アプリをダウンロードすることで、Google Home と同様
の機能を使うことができる。
その他、AI スピーカーへの対応状況を見ると、最も対応が早かった Amazon では、2018 年 2 月から
Amazon Echo で Kindle 本の読み上げに対応した39。また Google Home はオーディオブック限定ではあ
るが、朗読に対応している。この機能は、Google Play ブックが 2018 年 1 月にオーディオブックの配
信を開始したと同時にリリースされた40。日本国内でもその翌日にはこのサービスが開始されている41。

2.1.2 電⼦図書館サービスのアクセシビリティ対応
電子図書館サービスにおいてはアクセシビリティ対応しているものもある。
例えば電子図書館サービスを提供している事業者の TRC のサイトはウェブアクセシビリティ規格で
ある「JIS X8341」を考慮して設計されており、リフロー型電子書籍の一部については、文字の拡大、
文字色反転に加え、音声読み上げ機能にも対応している。音声読み上げは OS のアクセシビリティ支援
機能ではなく、サーバー側に音声合成エンジンを実装しており、許諾を受けたリフロー型電子書籍の
テキストデータを読み上げる。読み上げ可能なファイル形式として、EPUB に加え、.book（ドットブ
ック）形式など、リフロー型の複数のファイル形式にも対応している。

38
パピレス, ニュースリリース, 2018 年 10 月 10 日, 実用書専門の電子書籍配信サイト「犬耳書店」が Google Home に対応し、読み
上げサービス提供開始!, https://www.papy.co.jp/info/index.php?page=/release/181010.htm
39
PR TIMES, アマゾンジャパン合同会社, 2018 年 2 月 22 日, Amazon Echo で気軽に本を聴く!?Amazon Alexa の読み上げ機能が Kindle
本に対応, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000789.000004612.html
40
ITmedia NEWS, STUDIO, 2018 年 1 月 24 日, 「Google Home」でオーディオブックの朗読が可能に,
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/24/news064.html
41
PRTIMES, 株式会社オトバンク, 2018 年 1 月 25 日, オトバンク、 Google Play ブックス にオーディオブックの提供を開始,
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000030184.html
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図 2-1

TRC のウェブアクセシビリティ

（出典 TRC ホームページ）
https://www.trc.co.jp/solution/trcdl_tsuyomi.html#06

コンテンツが読み上げに対応しているだけでなく、視覚障害者等が読みたい書籍に行き着くまでの
導線についても、スクリーンリーダー42等で容易に利用できるよう、テキスト版サイトを追加費用なし
で提供している。
テキスト版サイトは視覚障害者が独力で操作可能となるよう、マウスを使わずキーボードだけで操
作ができ、障害者が普段使用しているスクリーンリーダー（PC Talker が推奨されている）と組み合
わせて使用することで、書籍の検索、読書中のページ移動等のナビゲーションを行うことができる。
TRC のサービスを導入している公共図書館のうち、約 7 割にあたる 47 館で、このテキスト版サイト
が導入されている。

42

パソコンの画面上に表示されたテキストを読み上げる、音声読み上げソフト
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図 2-2

TRC が提供する障害者向け利用支援サイト（テキスト版サイト）のイメージ

（出典 TRC ホームページ）
https://www.trc.co.jp/solution/trcdl_tsuyomi.html#06

2.2. OS のアクセシビリティ⽀援機能の誤読率
OS のアクセシビリティ支援機能を用いて様々なジャンルの電子書籍を読み上げ、誤読数・誤読率を
測定した。平成 26～28 年度事業にて同様の調査を実施しており、今回の調査では同一書籍の同一箇所
を対象とし、OS のバージョンアップに伴う読み上げ性能の向上度合いを確認した。
（１）調査対象の電子書籍ジャンルと選定理由
アクセシビリティ支援機能を利用した電子書籍の読み上げでは、ジャンルによって読み間違いの多
さ、読み間違いしやすい特徴等が異なっていることから、過去の調査において多様なジャンルの書籍
の誤読実態を評価した。今回は、それぞれのジャンルについて機械学習等による読み上げ品質の向上
がどのように変化したかを測定した。

表 2-4
ジャンル
文学・評論
歴史
経済学・経済事情
語学・辞事典・年鑑

評価対象の電子書籍ジャンルと選定理由

選定理由
最もよく読まれており、また読み間違いも比較的少ないと思われるジャンル
歴史上の人物等の固有名詞について読み間違いが起こりやすいと考えられ
るジャンル
経済用語や数式等についての読み間違いが起こりやすいと考えられるジャ
ンル
多言語の読み上げにおいて正確な読み上げが困難と思われるジャンル
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ジャンル
数学
資格・検定・就職

選定理由
数式や記号等について、読み間違い、あるいは画像化されているため読み飛
ばし等が起こりやすいと考えられるジャンル
表組みや図表、専門用語などが多用され、読み間違いや読み飛ばし等が起こ
りやすいと考えられるジャンル

（２）調査対象書籍
調査対象とした書籍の一覧を示す。経年での変化を見るため、平成 27 年度の調査で対象とした書籍
を改めて対象として取り上げた。
表 2-5
ジャンル
文学・評論

調査対象書籍一覧

書名

調査箇所

読書と人生

No137-No257

幸せの王子

no.1～118/201

昭和史裁判

No110-No261

人口から読む日本の歴史

No1806-No1913

経済学・経済事情

結局どうなる中国経済 Wedge セレクション

雑誌 10 月号 No19-No76

語学・辞事典・年鑑

英語が 2 日でスラスラ話せる 1 秒英会話

No675-No856

数学

数学の大統一に挑む

No1767-No1926

資格・検定・就職

起業 5 年目までに知らないと損する

歴史

節税の

p61～p76

キホン

（３）調査結果
平成 27 年度から平成 30 年度での OS の読み上げ機能の性能向上について、同一タイトルの誤読状況
変化を見ることで評価した。この結果、3 年間で誤読状況は改善されておらず、むしろ誤読数が増え
ている結果になった。
表 2-6
タイトル

誤読数の比較

【平成 30 年度】

【平成 27 年度】

OS の支援機能での

OS の支援機能で

誤読単語数

の誤読単語数

増減

誤読が

新たな

直った

誤読

単語数

単語数

読書と人生

43

41

+2

4

6

幸せの王子

22

16

+6

0

6

昭和史裁判

48

40

+8

1

9

人口から読む日本の歴史

52

43

+9

0

9

結局どうなる中国経済

19

16

+3

1

4
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英語が 2 日でスラスラ話せる 1
秒英会話
数学の大統一に挑む
起業 5 年目までに知らないと
損する

節税のキホン

22

16

+6

1

7

55

52

+3

0

3

11

7

+4

1

5

※同一単語を複数回誤読した場合も 1 件とカウント

また誤読個所は 3 年前と今回で一致していない箇所も多く、前回誤読したが今回は正しく読めた単
語や、前回は正しく読めたが今回は誤読した単語がある。
音声読み上げの研究に携わる一線の研究者や企業にヒアリングしたところ、現在の音声読み上げの
品質については、イントネーション等を調整することにより、ニュース読み上げ等の特定用途では人
と遜色ない水準になっているとのことである。しかしながら日本語の音声読み上げの場合、正しい読
み情報の付与と、イントネーションや間の調整が必要であるとの指摘があった。今回評価した書籍は
読み情報の付与等を行っていないことから、誤読については OS のアクセシビリティ支援機能の能力に
依存しており、その点では前回からの改善が見られなかったといえる。
一方で、前述の研究者や企業のヒアリングから、OS を開発している企業等において、音声合成の研
究開発に積極的に取り組んでいる実態が明らかになった。音声合成の研究開発においては機械学習（デ
ィープラーニング）技術を用いることが主流となっており、このため膨大な学習データが必要となる。
このためこれらの企業では、膨大な投資をして人手で学習データの整備を進めている。
しかしながら、今回の評価で誤読状況の改善が見られなかった原因として、テキスト読み上げに関
する学習方法が、電子書籍の誤読改善にフォーカスしていないことも考えられる。機械学習には教師
あり学習、教師なし学習、教科学習があり、それぞれ次のような学習方法となっている。iOS や Android
OS が提供する読み上げの学習において、どのような手法を用いているかについては不明であるが、日
本語の読み上げを機械学習する際の方法としては「教師なし学習」を用いていたり、あるいは正しい
読み方について十分な学習データが用いられていなかったりする可能性も想定される。このような場
合、必ずしも正しい読み方を音声読み上げのエンジンが学習しているわけではないことから、過去に
正しく読めていても学習の結果誤読してしまうといったことも起こり得る。

表 2-7

機械学習の学習方法

機械学習の種類

概要

教師あり学習

学習データに正解ラベルを付けて学習する方法。

(Supervised

例えば花を分類する AI を作る場合は、学習データとする花の画像に対して、

Learning)

「バラ」、「ボタン」等の正解ラベルを付けて学習させる。このため、学習さ
せていないカテゴリは解答されない。
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機械学習の種類

概要

教師なし学習

学習データにラベルを付けないで学習する方法。

(Unsupervised

2012 年に、Google が教師なし学習で猫を認識できる AI を作成したことが大き

Learning)

なニュースになった。
Web 上の画像や動画をラベルなしで 1 週間読み取るうちに、AI が自律的に写真
を見て「猫」という回答を行うことができた。
この学習方法は、幼児が毎日いろいろなものを見ながら自然に猫や犬を見分け
られるようになるプロセスと似ている。

強化学習

学習時に正解を与えるのではなく、将来の価値を最大化することを学習するモ

(Reinforcement

デル。

Learning)

囲碁のように、必ずしも人間に正解が分かるわけではない場合でも学習可能。
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3. 電⼦書籍等のアクセシビリティ動向に関するまとめ
3.1. AI 等の進歩と誤読解消の可能性
近年の AI 技術の進歩は大きく、電子書籍等の読み上げについても AI の活用による品質向上が期待
されている。そこで音声読み上げの研究に携わる一線の研究者や企業にヒアリングを行い、音声読み
上げ技術の現状や今後の展望について調査した。

3.1.1 読み上げ品質の現状
テキストの音声読み上げについては、海外において特に積極的に技術開発が進められており、英語
ではすでに、特定の用途については人間の読み上げと同等のレベルに達している。


音声合成の品質は、読み上げ内容によって異なる。新聞記事を対象とした場合、英語では
人間の読み上げと差がない水準。数百人が音声合成の読み上げを聞いても人間の読み上げ
かどうか判断できないレベル。Google の音声合成はチューリングテスト43にも合格してい
る。（研究者）



音声合成技術は GAFA44が技術的に進んでおり、特に Google は特許技術を持っていて、
Amazon や Apple より技術的に優れている。Apple、Amazon は Google の特許に抵触しない
よう、別の技術を用いており、まだチューリングテストには合格していないが、英語の音
声合成についてはほぼ同水準である。（研究者）

一方、日本語の読み上げについても、特定用途に向けた利用では人による読み上げと遜色ないレベ
ルに達している。


日本語の音声合成についてカナ漢字混在（G2P45）問題がある。人手を使って正しい読みと
アクセントを付与してから読み上げさせると、チューリングテストに合格した（人間の読
み上げと区別できないレベル）。（研究者）



音声合成はほぼ実用レベルに達している。Google Home 等で提供している日本語音声も、
音質に関してはほぼ人と同じレベルである。ただし、イントネーションはまだ不自然さが
残っていたり、読み間違いも発生したりする。館内放送、エレベーターの案内などで使わ
れている、特定用途で使用されている合成音声を前提知識なしに聞けば、合成であること

43
アラン・チューリングの考案による、ある機械が知的かどうかを判定するためのテスト。判定者が、人間と機械に対してそれぞれ
通常の言語で会話を行い、機械と人間との確実な区別ができなかった場合、この機械はテストに合格した（人間と同等の知性を持つ）
ものとする。
44
米国の IT 大手である Google、Apple、Facebook、Amazon を総称する言葉。
45
G2P（grapheme-to-phoneme conversion：書記素音素変換）とは、テキスト登録した単語を音素へ変換し、音声認識を可能とする技
術を指す。
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が分からないぐらいである。（音声合成開発企業）

ただし日本語の場合は言語の特徴が英語等と異なり、英語向けに開発された技術のみでは十分でな
く、日本語に合わせた研究開発や、実際の読み上げに際しての付加作業が必要となる。


（日本語の読み上げについては）技術、読み上げ内容、言語の問題がある。英語の合成で
用いられている技術は、日本語の合成で使うとアクセント型が不自然になってしまうな
ど、そのまま使えない。このため、日本語に特化した改善が必要となる。（研究者）



日本語はピッチ・アクセント言語46であり、英語の合成技術をそのまま使えない。ピッチ・
アクセント言語では箸と橋などアクセントの位置で意味が変わり、また同じ単語でも他の
単語と組み合わさって使用されるとアクセントの位置が変わることがあるため、独自の対
応が必要になる。（研究者）



カナ漢字交じり文の場合は読み間違いが発生し、またイントネーションも不自然な場合が
ある。当社ではカナ漢字交じり文を一度機械で読み上げさせ、読み情報データを生成し、
それを編集して読み間違いやイントネーションを修正する機能を提供しており、ユーザー
がこれを利用して読みやイントネーション等を修正することで、人と遜色ない読み上げ品
質を実現している。（音声合成開発企業）

3.1.2 技術開発における課題
音声読み上げ技術の開発においては、いくつか課題が指摘されている。最近の研究開発では、音声
読み上げについてはディープラーニングによる機械学習が主流となっており、正しい読み上げを学ば
せるための学習データの整備が大きな課題となっている。またテキストデータから読み上げの音声デ
ータを生成する際に膨大な計算資源を必要とするため、リアルタイムで読み上げる際にはパソコンや
スマートフォンなどの端末側で処理することができず、サーバー側にテキストデータを送り、膨大な
計算資源を使って音声データを生成するといったことが必要になっている。
学習データに関する課題


学習用データには DAISY 録音図書（マルチメディア DAISY）47やテレビのニュース読み上げ
のような、音声収録用のスタジオ以外の場所で録音された音声データは向いておらず、雑
音がほとんどなく、アクセントやイントネーションの微細な部分も明瞭な音声収録用のス

46
語や文の一部を他の部分より音韻的・音声的に際立たせることをアクセント(accent)といい、英語などに見られる音の強弱の差を
用いる場合をストレス・アクセント（stress accent）または強勢（stress）、日本語などに見られる音の高低の差を用いる場合をピ
ッチ・アクセント（pitch accent）という。
47
DAISY（デイジー）は、視覚障害者や印刷された図書などを読むのが困難な人のために開発された電子図書の国際的な規格であり、
マルチメディア DAISY には、文字、図・写真とともに音声のデータが含まれている。音声は、図書館のボランティア等が、簡易な録
音スタジオや機材を用いて朗読している。
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タジオで発音指導の下で声優が読み上げるデータを用いている。同一の話者に大量にデー
タを作ってもらう必要があり、声優さんを何日も（多い場合は数カ月も）拘束し、毎日テ
キストを読み上げてデータを作成する必要があるため、非常にコストがかかる。（研究者）


書籍の読み上げを研究するうえで、学習データが問題になる。文芸作品は著作権法上勝手
に使えないため、著作権の切れている青空文庫と、それを有志が読み上げているデータを
用いたりしている。海外でも同様で、グーテンベルクプロジェクトで蓄積されている著作
権切れ作品を使っている。ただし過去の作品だと単語が古くてすでに使われていない言葉
があったり、新しい言葉が入っていなかったりという問題があるので、何とかしてほしい
と考えている。（研究者）



音声合成の技術開発で課題になるのは、音声データの収録コスト。品質の高い合成音声を
作るために、専任のラベラーと呼ばれる人たちが、テキストデータに読み情報を付与（ラ
ベリング）する業務に携わり、学習用のデータを作っている。（音声合成開発企業）

計算資源（CPU の能力等）に関する課題


ディープラーニング（Deep Neural Network、DNN）によって音声合成をする方法もある。
ただしこの方法は膨大な計算資源を必要とするため、大量のサーバー群を運用できる大手
IT 企業程度しか対応できない。（音声合成開発企業）



DNN を使って音声を合成するために必要とする計算資源が膨大であり、クラウドに接続せ
ず、端末側で処理することを想定した場合、現在の PC 等のスペックで動かせるのか、と
いう問題がある。（音声合成開発企業）

3.2. まとめ
電子書籍のアクセシビリティを実現する方策として、音声読み上げ技術を利用した電子書籍の読み
上げが大いに期待されている。視覚障害者等からも、電子書籍の普及と OS のアクセシビリティ支援機
能を用いることで、読書の機会が大きく拡大したことが指摘されている。また総務省でも、音声読み
上げのすそ野拡大に向けた調査研究を進めてきた結果、SSML48を用いた読み間違いのない電子書籍実現
のための技術仕様を取りまとめるなど、電子書籍のアクセシビリティ向上のための取組に努めてきた。
今回の調査の結果、紙の書籍のうち電子書籍化されていないものまだ多くあるものの、人気のある
ベストセラーに関しては、ジャンルによっても異なるものの、比較的多くの作品が電子書籍化されて
おり、電子書籍と紙の書籍が同時に発売される場合も多くあることが確認できた。また電子書籍化さ
れたもののうちほぼ半数が固定型のコミックであり、音声読み上げが可能となるリフロー型の電子書
籍タイトルの比率は全体の 4 割程度であることが分かった。

48
Speech Synthesis Markup Language の略で、W3C で規定されている言語仕様。日本語では、「音声合成マークアップ言語」という。
合成音声を生成するのに必要な発音、声量、音高等々をテキストに対してマーク付けを行う目的の XML ベースの言語を示す。
http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/
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電子書籍ストアのコンテンツの読み上げ対応に関しては、国内電子書籍ストアでは音声読み上げの
研究・検討が行われているものの、すでに読み上げに対応しているストアはごくわずかしかないこと
が分かった。
また、コンテンツの読み上げ対応を行っている海外系の電子書店が利用している OS のアクセシビリ
ティ支援機能については、英語に関しては機械学習技術の進展などにより読み上げ品質が非常に向上
していることが分かった。一方で、日本語の場合には、誤読以外にもアクセントの位置やイントネー
ションの調整などを現状では人手で行う必要があり、それらを機械学習で修正するためには非常に高
品質の教師データが大量に必要になるなど、自然な読み上げを実現するためにはまだ課題が残されて
いることも明らかになった。
今後、電子書籍アクセシビリティの一層の進展のためには、①専門書に代表されるような、紙の書
籍としても少部数しか発行できず、電子書籍化の採算見通しがつかない書籍をどのように電子書籍化
するかというコンテンツの問題、②電子書籍ストアの音声読み上げ対応を促す環境整備、③日本語の
読み上げに関する研究開発のための学習データの整備、など、様々な取組が引き続き必要となるだろ
う。
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第2部
情報アクセシビリティの動向
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4. 海外の情報アクセシビリティに関する法制度の動向
欧米を中心にアクセシビリティに関する法整備が進んでおり、政府機関や民間事業者に対してアク
セシビリティに対応した製品やサービスの調達・提供や、制度面の整備が求められている。
そこで、北米・欧州を対象として、情報アクセシビリティに関する法制度について資料調査を実施
した。

4.1. ⽶国
米国における障害者政策全般にかかわる中核的な連邦法として、「リハビリテーション法
(Rehabilitation

Act)」、「障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act ： ADA)」

がある。このほか、各分野において直接・間接に障害者政策にかかわる法律が制定されており、これ
らに基づいた施策が各分野で進められている。
図 4-1 米国におけるアクセシビリティ関連法制
障害を持つアメリカ⼈法（Americans with
Disabilities Act︓ADA）（2009年）

⼀般法

•

障害者の差別禁⽌、障害者が他者と同じくアメリカでの⽣活
を営むことができる機会を保証

•
•

第I編︓雇⽤上の差別の禁⽌
第II編︓地⽅公共団体、州、連邦政府など公共サービスや公
共交通機関によるサービスの提供上の差別の禁⽌
第III編︓⺠間企業によって運営されている施設、サービス
提供上の差別の禁⽌
第IV編︓テレコミュニケーション等に関する規定
第V︓雑則

•
•
•

電気通信法
(Telecommunicatio
ns Act 255、
251(a)(2))

個別法

•

容易に実現できる場
合、電気通信設備及
び顧客宅内機器をア
クセス・利⽤可能に
することを義務付け

21世紀における通信
及び映像アクセシビ
リティ法

(The 21Century
Communications and
Video Accessibility Act)
•

リハビリテーション法（ Rehabilitation Act）（1973年）
•
•
•
•

障害者教育法

(Individuals with
Disabilities
Education Act︓
IDEA)
•

インターネットテレビ
への字幕付与、モバイ
ルデバイスのアクセシ
ビリティを⺠間事業者
に義務付け

障害を持つアメリカ⼈法施
⾏規則(Regulations)

技術
基準

第504条︓連邦政府機関が実施したプログラム、連邦資⾦援助を受
けたプログラム、連邦での雇⽤、連邦政府と契約した者について、
障害に基づく排除・差別を禁⽌
第501条︓連邦機関による積極的差別是正措置(affirmative
action)、差別禁⽌を定めている。苦情申⽴ては、雇⽤機会均等委
員会へ⾏う。
第503条︓連邦政府の請負及び下請け（10,000ドル以上）業者に
よる積極的差別是正措置、差別禁⽌を定めている。所管は労働省。
第508条︓連邦政府が使⽤する電⼦・情報技術の開発、維持、調達
の要件で、障害者がアクセス可能な技術要件を定めている。

技術的⽀援マニュアル
(Technical Assistance
Manual)
雇⽤機会均等委員会ガイド
ライン(EEOC11
Guideline)
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建築障壁法

（Architectural
Barriers Act）
連邦政府の予算で
設計、建築あるい
は改修される施設、
⼜は連邦機関によ
り貸与された施設
のアクセシビリ
ティの確保を規定

•

Individualized
Education
Programs
（IEP)の開発、
⾒直しについて
規定

航空アクセス法

(Air Carrier Access
Act)
•

•

⾶⾏機への搭乗に
おける障害者への
差別的取扱いを禁
⽌
ウェブサイトにつ
いて、WAG2.0の
AAレベル準拠を
要請

⽶国リハビリテーション法508条 情報通
信機器・サービスに関する技術基準
（2017年改訂）
•
•
•
•
•
•

ソフトウェアアプリケーションおよびオペ
レーティングシステム
ウェブサイト利⽤によるイントラネットとイ
ンターネットの情報およびアプリケーション
電⼦通信プロダクト
ビデオおよびマルチメディアプロダクト
コンテンツ内蔵、クローズドプロダクト
デスクトップおよびポータブルコンピュータ
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4.1.1

障害のあるアメリカ⼈法

1973 年に職業リハビリテーション法が改正され、障害者差別を禁止する条項が挿入された。この障
害者差別禁止条項が 1973 年リハビリテーション法第 504 条である。リハビリテーション法の適用対
象は連邦公務員や一定額以上の契約を締結した企業などに限定されていたため、障害者に対する差別
禁止法理の適用を一般企業にまで拡張することを障害者団体が求めたこと等を背景として、1990 年に
障害を持つアメリカ人法（以下、「ADA」という。）が成立した。ADA は障害に基づく差別を禁止する
公民権法であり、障害者の差別を禁止し、障害者が他者と同じくアメリカでの生活を営むことができ
る機会を保証する。
障害のあるアメリカ人法の構成は、以下のようになっている。
第I編

：雇用上の差別の禁止

第 II 編 ：地方公共団体、州、連邦政府など公共サービスや公共交通機関によるサービスの提供上
の差別の禁止
第 III 編：民間企業によって運営されている施設、サービス提供上の差別の禁止
第 IV 編 ：テレコミュニケーション等に関する規定
第V

：雑則

情報アクセシビリティに関しては、ADA を根拠法として、情報アクセシビリティの確保が義務化さ
れている。
表 4-1 障害のあるアメリカ人法
対象

対象及び適用範囲
概要

雇用主

求人手続、被雇用者の採用、昇進又は解雇、被雇用者の報酬、職務訓練、雇
用に関するその他条件及び特権に関して、適格性を有する個人に対して障害に
基づく差別を行ってはならない。

公共サービス

適格性を有する障害のある個人は、その障害を理由として、公共機関のサー
ビス、プログラム、活動への参加から排除され、又はその利益を拒否されるこ
とがあってはならず、又はかかる機関による差別の対象となってはならない。

民間機関が運営す

公共施設のいかなる場所における財、サービス、設備、特権、利益、又は施

る公共施設及びサ

設を完全かつ平等に享受することに関して、公共施設の場所を所有する、賃借

ービス

する（又は賃貸する）、又は運用する人から、障害に基づく差別を受けない。

電信、電話及び無



線電信

聴覚機能障害及び言語機能障害のある個々人のための電気通信サービス
聴覚機能障害又は言語機能障害をもつ個人に対して、聴覚機能障害又は
言語機能障害をもたない個人が有線又は無線による音声通信サービスを用
いて通信する能力と機能的に同等である方法により、聴覚を有する個人と
のあいだで電話伝送サービスを利用できるようにする。
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 公共サービスの告知におけるクローズドキャプション（表示又は非表示の
切り替え可能な字幕）
テレビで放映される公共サービスに関する告知で、連邦政府の機関若し
くは部局が制作している、又はその制作費の全部若しくは一部を拠出して
いる場合は、かかる告知の口頭による内容についてはクローズドキャプシ
ョンを含めるものとする。
ADA で差別的として禁止されている行為として、下表の内容が挙げられる。
表 4-2 障害のあるアメリカ人法
対象

禁止されている行為

禁止内容（例）


雇用主

職務への応募者又は被雇用者を、当人の障害を理由として、当人の機会又
は地位に対して不利な影響を与える方法で、制約、分離又は区分すること



障害のある適格性を有する応募者又は被雇用者が、差別の対象となる効果
をもつ契約その他の取り決め又は関係に関与すること

公共サービス提供



身体的又は精神的制約に対する合理的配慮を行わないこと



合理的配慮を行う必要があることを理由として、雇用機会を拒むこと



雇用試験において障害を排除するような試験方法とすること



医学的検査及び調査（職務に関係しない、障害の有無や程度について）



公共交通機関の新規車両の購入時にアクセシビリティに対応していない車

者

両を購入・リースすること


固定経路サービスを提供する交通機関が、車いす利用者を含む障害者に対
して補助交通手段を提供しないこと



請求応答システムを運用する交通機関が、車いす利用者を含む障害者に対
応していない新規車両を購入・リースすること

民間機関が運営す



主要な駅のアクセシビリティに対応しないこと



障害に基づく施設での活動参加の拒否、利益が平等でない形での参加、他
の利用者と異なるサービス等の提供

る公共施設及びサ
49

ービス提供者



差別的な運用基準、手順等を用いること



既存設備の障壁を（容易に除去できるにも関わらず）除去しないこと



アクセシビリティに配慮しない形で公共施設・商業施設を設計・建設する
こと

電気通信事業者



自社のサービスエリアの全域において、単独で、指定業者を通じて、競争
により選抜された供給業者を通じて、又は他の事業者との連携により、電

49

民間が提供する特定公共交通サービスについては、公共サービスと同様の規定が適用される
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話リレーサービスを提供しなければならない（義務例）
テレビ放送局の認
可を受けている者



連邦政府の機関もしくは部局が制作している、又はその制作費の全部もし
くは一部を拠出している場合は、かかる告知の口頭による内容については
クローズドキャプションを含めなければならない（義務例）

4.1.2

リハビリテーション法

リハビリテーション法は、職業リハビリテーションプログラムを保障し、雇用、個人の生活を支援
し、雇用主を援助するための連邦法である。障害者に関する中心的な規定は第 504 条であり、連邦政
府機関が実施したプログラム、連邦資金援助を受けたプログラム、連邦での雇用、連邦政府と契約し
た者について、障害に基づく排除・差別を禁止している。
表 4-3 リハビリテーション法
条文
501 条

障害者に関わる条項

概要
連邦政府機関（行政機関）による積極的差別是正措

対象
連邦政府機関

置(affirmative action)、差別禁止を定めている。
503 条

連邦政府の請負及び下請け（10,000 ドル以上）業者

連邦政府と契約する業者のうち、

による積極的差別是正措置、差別禁止を定めている。 10,000 ドル以上の契約を有する業
504 条

所管は労働省(U.S. Department of Labor)

者

連邦政府機関が実施したプログラム、連邦資金援助

連邦政府機関及び連邦政府と契約

を受けたプログラム、連邦政府機関での雇用、連邦

した者、連邦政府機関の援助を受

政府と契約した者について、障害に基づく排除・差

けた団体

別を禁止する。
各機関向けの施行規則が定められている。
508 条

連邦政府機関が使用する電子・情報技術の開発、維

電子および情報技術を開発、調達、

持、調達の要件で、障害者がアクセス可能な技術要

維持、使用する全ての連邦政府機

件を定めている。

関

各機関向けの施行規則が定められている。

※連邦政府機関と契約関係にない
民間企業は直接の対象者ではない
が、基準に準拠した製品でなけれ
ば連邦政府機関に販売できない

差別を受けた障害者への救済制度として、雇用に関して連邦機関から差別を受けた障害者は、第 501
条に基づき、雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Office： EEOC)への苦情申立てが
可能である。また、合理的配慮がなされていないと感じた被雇用者は、第 504 条に基づき、苦情申立
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てを経ずに訴訟を起こすことも可能である。電子・情報技術関連では、第 508 条に基づき、連邦政府
機関が技術基準に準拠しない電子・情報技術を調達した場合は、連邦政府機関で働く障害者が訴訟を
起こすことが可能であり、連邦政府機関が一般市民に提供する情報等がアクセシブルでない場合は、
一般の障害者が、訴訟を起こすことが可能である。
情報アクセシビリティに関しては、第 508 条で、連邦政府が使用する電子・情報技術の開発、維持、
調達において、障害者がアクセス可能な技術要件を定めている。第 508 条は 1986 年に制定されたが、
当初は努力義務にとどまる内容で実効性がなかったため、1998 年に改正され、電子・情報技術につい
て遵守すべき内容を技術基準（Accessibility Standards）として定めることとなった。技術基準は合
衆国アクセス委員会（United States Access Board）にて連邦政府、障害者団体、産業界の各代表に
より協議・作成された。
その後、市場の変化や技術トレンドに対応するため、2017 年に技術基準が改定された。同技術基準
では、W3C「WCAG 2.0」のレベル A および AA の達成基準を採用している。
表 4-4 リハビリテーション法 508 条
章

情報通信機器・サービスに関する技術基準

対象
E205

電子コンテン

２章

ツ
E206

概要
一般向けの電子コンテンツは、WCAG 2.0 のレベル A およびレベル AA
の達成基準および適合要件に準拠しなければならない。

ハードウェア

ICT の構成要素がハードウェアであり、情報を送信するか、または

適用要件

ユーザーインターフェースを持つ場合、第 4 章の要件に適合しなけ
ればならない。
E207

ソフトウェア

ICT の構成要素がソフトウェアであり、情報を伝達するかまたはユ
ーザーインターフェースを有する場合、E207 および第 5 章の要求事
項に適合しなければならない。

視覚

視覚的な動作モードが提供されている場合、ICT はユーザーの視覚
を必要としない（or 限られた視覚を利用できる）少なくとも 1 つの
動作モードを提供する。

３章

色覚

視覚的な動作モードが提供されている場合、ICT はユーザーの色の

機能的性能基準

知覚を必要としない少なくとも 1 つの視覚的な動作モードを提供す
る。
聴覚

可聴動作モードが提供されている場合、ICT はユーザーの聴覚を必
要としない（or 限られた聴覚を利用できる）少なくとも 1 つの動作
モードを提供する。

音声

音声が入力、制御、または操作に使用される場合、ICT はユーザー
の音声を必要としない少なくとも 1 つの操作モードを提供するもの
とする。

手動操作

手動操作モードが提供される場合、ICT は、細かいモーター制御ま
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章

対象

概要
たは同時手動操作を必要としない（or 限られた範囲と限られた強度
で操作可能な）少なくとも 1 つの操作モードを提供する。

認知能力や言語能力

ICT 機器は、認知能力、言語能力、および学習能力が限られている
個人による使用をより簡単かつ容易にする機能を提供する.

クローズド機能50

クローズド機能を備えた ICT 機器は、ユーザーが個人用ヘッドセッ
トや他のオーディオカプラー以外の支援技術を接続またはインスト
ールする必要なしに操作可能でなければならない。

表示画面

表示画面（ディスプレイ、スクリーン）を備えた ICT 機器は、視覚
障害のある個人が完全かつ独立して使用できるように音声出力対応

４章

になっていること。
生体認証

生体認証がユーザー識別・管理のための唯一の手段であってはなら

ハードウェア（抜粋）

ない。
入出力フォーマット

入力および出力に使用されるデータ接続が提供される場合、各タイ
プの接続のうちの少なくとも 1 つは、業界標準の非専有フォーマッ
トに準拠しなければならない。

コントラスト

文字と背景等が視覚的に対象であること。

カラーコーティング

色分けは、情報を伝達し、行動を示し、反応を促し、または視覚的
要素を区別する唯一の手段として使用されてはならない。

ステータスインジゲ

ステータスインジケータが提供されている場合、状態表示は視覚、

ータ

触覚または音によって識別可能でなければならない。

音声

可聴信号または合図は、情報を伝達する、行動を示す、または応答
を促す唯一の手段として使用されてはならない。

５章 ソフトウェア（抜粋）

操作

少なくとも一つの動作モードは片手で操作可能であること。

支援技術との相互運

ソフトウェアは支援技術と相互運用し、502 に適合しなければなら

用性

ない。

インタフェース

利用者インタフェースコンポーネントは、プラットフォームおよび
アプリケーションの内容と同様に、WCAG 2.0 のレベル A およびレベ
ル AA の達成基準および適合要件に準拠しなければならない。

プラットフォーム

プラットフォームでもあるアプリケーションは、基盤となるプラッ
トフォームのアクセシビリティサービスを公開するか、または他の
文書化されたアクセシビリティサービスを実装する。
プラットフォームのアクセシビリティ機能は ANSI / HFES 200.2、
ヒューマンファクタ工学ソフトウェアユーザインタフェースのエン
ジニアリング - パート 2：アクセシビリティ（2008）の要件に準拠
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機能を制限したり、ユーザーが支援技術を取り付けたりすることを妨げる特性。クローズド機能を備えた ICT の例としては、セル
フサービス機、情報キオスク、セットトップボックス、ファックス、電卓、およびユーザーがポリシーにより設定を調整できないよ
うにロックされているコンピュータなどが挙げられる
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章

対象

概要
するものとする。

アプリケーション

アプリケーションが支援技術として機能する代替のユーザーインタ
ーフェースを提供する場合、そのアプリケーションはプラットフォ
ームおよび他の業界標準のアクセシビリティサービスを使用するも
のとする。

イベント通知

ユーザーの操作に関連するイベントの通知は、支援技術で利用可能
であること。

クローズドキャプシ

ICT 機器が同期した音声でビデオを表示する場合、クローズドキャ

ョン

プションと音声の説明のためのユーザーコントロールを提供しなけ
ればならない。

ユーザー設定

アプリケーションは、色、コントラスト、フォントタイプ、フォン
トサイズ、およびフォーカスカーソルに関するプラットフォーム設
定からのユーザー設定を許可すること。

4.2. カナダ
カナダでは、2018 年 6 月にアクセシブル・カナダ法（Accessible Canada Act）が提案され、同年
11 月に下院を通過した。今後、上院を経て成立予定である。
アクセシブル・カナダ法は連邦管轄区域でカナダをバリアフリーにし、すべてのカナダ人、特に障
害のある人に利益をもたらすことを目的としており、建築物、雇用、情報、商品・サービスの調達・
配達、公共交通など非常に広範な領域のアクセシビリティを確保するための連邦法である。アクセシ
ブル・カナダ法案の対象機関及び適用範囲を以下に示す。
【対象機関】
議会：
上院、庶民院、議会図書館、国会議員保護サービス（議会の特権を尊重するための順守と施
行規則を調整したもの）を含む
カナダ政府：
政府機関、クラウン・コーポレーション（公共企業体）とその代理店を含む
連邦規制の民間部門：
運輸部門・放送及び電気通信サービス・銀行・金融部門における組織を含む
カナダ軍隊、カナダ騎馬警官局(RCMP)：
特定の職務を遂行するために必要な一定の身体的要件など職業上の要件に関する考慮を可能
にする
【適用範囲】
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雇用 / 建築環境 / ICT（情報通信技術：情報通信技術以外の通信） /
商品、サービスおよび施設の調達 / プログラムとサービスの設計と提供 / 輸送
法規制の対象となる機関は、アクセシビリティ計画を作成し、公表しなければならない。作成した
計画は 3 年毎に見直し・更新を行う必要がある他、障害者と協議して、計画をどのように達成したか
を詳述した進展報告の作成・公表が求められている。また、職員や利用者からのフィードバックを受
け取り、対応する方法を設定する必要がある。
施行面では、法規制の対象となる機関が義務を果たすことを確実にするため、カナダ通信委員会は、
既存の権限を使用して放送および電気通信サービスに関する追従および施行に責任を負う。カナダ運
輸局は権限が強化され、輸送部門における遵守及び施行活動に責任を負う。 理事会によって任命され
たアクセシビリティ委員は、連邦管轄内の他のすべての活動および分野の申立てを処理する責任を負
うとともに、遵守および施行活動の責任を負うスポーツ・障害者担当大臣に報告する。
また、以下のような積極的な追従活動を組み合わせることを提案している。
表 4-5 規制対象機関に義務を履行させるための活動
項目
検査

内容
規制当局が法およびその規制の要件を遵守していることを確認するために、
（アクセシビリティ基準開発機関の）役員が検査を実施できる。

コンプライアンス監査

役員は、規制された団体からの記録およびその他の関連情報を調べて、それ
らが法およびその規則に従っていることを確認できる。

コンプライアンス命令

規制当局がその責任を果たしていないと役員が考えた場合、その責任を果た
すために活動を停止または開始するように規制当局に命令を出すことがで
きる。

警告付き違反の通知

規制対象機関が法律に違反したと信じる十分な理由がある場合、役員は法令
およびその規制を遵守するための警告を付けてこの通知を発行することが
できる。

罰則違反の通知

規制対象機関が法律に違反したと信じる十分な理由がある場合、役員は違反
の通知と罰金の支払いを命ずることができる。

管理上の罰金

違反の内容と程度に応じて、役員は被規制企業に罰金（最高 25 万ドル）を
支払うよう要求することができる。

コンプライアンス契約

違反が通知されると、規制対象機関は特定の方法で違反に対処することに同
意するためにコンプライアンス契約を締結することができる。
コンプライアンス協定を締結することにより、罰金を減らすことができる。

差別を受けた障害者への救済制度として、対象機関が義務を履行せず、障害者が身体的、心理的ま
たは金銭的損害を被った場合、苦情申立をし、補償を受ける権利を有する。
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4.3. イギリス
イギリスでは 2010 年 4 月に平等法（the Equality Act 2010）が成立した。平等法は、性差別禁止
法や人種関係法、障害差別禁止法等、既存の 9 つの関連法令を統合したものであり、年齢、障害、性
適合、婚姻及び市民的パートナーシップ（同性婚）、人種、宗教・信条、性別、性的指向を理由とす
る差別を禁止している。
直接差別（障害者に対し直接不利益な取扱いをする場合）だけでなく、間接差別（障害者に対し差
別的な規定、基準又は慣行を適用する場合）、障害に起因する差別（障害者に対する扱いが適法な目
的を達成するための均衡の取れた方法であることを証明できない場合）、調整義務を果たさないこと
による差別、障害者に対するいやがらせ、報復的取扱い、違法行為の指示などを禁止している。
【対象機関】
国王の任命する大臣
政府機関（ただし、情報局保安部、情報局秘密情報部、政府通信本部を除く）
イングランドの州議会または地方議会
大ロンドン行政庁
ロンドン特別区議会
地方自治体としてのロンドン市議会
シリー諸島議会
2006 年国民保健サービス法第 13 条により設立され、または存続する戦略的保健当局
同法第 18 条により設立され、または同条により存続する初期医療トラスト
1998 年地域開発公社法により設立された地域開発公社
イングランドに設立された警察機関
その他、担当地方行政機関の提携機関（持続可能な地域戦略の策定または修正への参加に関連する
場合）
【公共機関平等義務】
1）障害者と他の人との間に平等を促進する
2）関連法の下で違法な差別をなくす
3）障害者と彼らの障害に関連するハラスメントをなくす
4）障害者への積極的な態度を促進する
5）障害のある人々の公的生活への参加を促進する
6）ポジティブアクションを含めて障害者の障害を考慮に入れる
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平等法では、障害者を不利に取り扱ったり、実質的に不利な立場に置くことになる場合、あるいは
適切な補助的支援がなければ障害者が実質的に不利な立場に置かれる場合などについて、障害者の雇
用者や公共機関に対し、必要な調整措置を行う合理的調整義務を課している。
合理的調整には「対応型合理的調整（reactive reasonable adjustment）」と「予測型合理的調整
（anticipatory reasonable adjustment）」の 2 つの形態がある。対応型合理的調整は、障害者個人
からの具体的要求に応じてなされる調整であり、障害者個人からの要求がない限りその履行義務は発
生しない。これに対して予測型合理的調整では、サービス提供者などが障害者一般の不利益やニーズ
を予測して、法律に定める措置を講ずる義務を事前に履行しなくてはならない。平等法では、雇用分
野には対応型合理的調整を、また公共機関平等義務を負う公的サービス分野には主として予測型合理
的調整を適用している。したがって、公的サービスの提供者は、たとえ障害者からの具体的な要求が
なくても障害者一般の不利益やニーズを予測し、事前に必要な合理的措置を講じておくことが求めら
れる。
【合理的措置】
1）障害者のサービス利用を不可能又は著しく困難にしている慣行、政策又は手続の変更
2）障害者のサービス利用を不可能又は著しく困難にしている物理的な形状の変更
3）障害者のサービス利用を可能にする補助手段の提供

4.4. EU
EU では、2006 年に国連総会で採択された「障害者権利条約」を、2010 年に集団批准し、2020 年ま
でを行動期間とする「欧州障害者戦略」を策定した。
欧州障害者戦略のうち、アクセシビリティに関しては、2016 年に公共機関が提供するウェブサイト
とモバイルアプリに関するアクセシビリティ指令が採択され、発効している他、情報アクセシビリテ
ィに関する欧州標準（Standard - EN 301 549）も作成された。
更に、欧州域内においてアクセシビリティに関する要件を同一にし、国内市場の機能を向上させる
と共に、企業が国境を越えてアクセス可能な製品やサービスを提供しやすくする目的で、「欧州アク
セシビリティ法（European Accessibility Act）の制定が進んでいる。
加盟国間でアクセシビリティに関する法律、基準、ガイドラインに違いがあり、多国間で操業する
事業者は異なるアクセシビリティ規則を遵守するために追加の製造コストに直面している。アクセシ
ビリティ対応要件が統一されることで、企業の対応コストが低減し、市場が細分化されることを防ぐ
と共に、長期的には公的予算にもプラスの影響を与えることが期待されている。
2015 年 12 月に欧州委員会から欧州アクセシビリティ法の策定が提案され、2018 年 12 月には EU 理
事会の常任代表委員会が EU 理事会と欧州議会が締結した暫定合意を承認した。同法案は、2019 年 3
月 13 日に欧州議会で可決成立しており、EU 理事会での承認後、EU 官報に掲載され、加盟各国で法整
備が行われる予定である。
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表 4-6 適用範囲
項目
対象者

内容
製造事業者 / 輸入業者 / 販売事業者 / サービス提供者

適用範囲

製品

サービス



コンピュータとオペレーティングシステム



ATM、券売機及びチェックイン機



電話、スマートフォン



デジタルテレビサービスに関連するテレビ機器



テレフォニーサービスおよび関連機器



電子書籍



テレビ放送や関連する消費者向け機器などの視聴覚メディアサー
ビス



航空、バス、鉄道、水上旅客輸送に関するサービス



銀行サービス



電子商取引

欧州アクセシビリティ法は EU 加盟国に対し、以下のことを要請している。
【加盟国への要請事項】


EU レベルで多数の製品およびサービスに対する一連の共通のアクセシビリティ要件を適用す
る



市場に投入され、選択された製品およびサービスがアクセシビリティ要件を遵守することを
確実にする



既存の EU 法、特に公共調達、ストラクチャルファンドや投資ファンド、輸送の分野で定めら
れているアクセシビリティ要件を定義するために、同一のアクセシビリティ要件を適用する。



加盟国による国連障害者権利条約の実施をサポートする



アクセシビリティ要件を満たす全ての製品およびサービスが国内市場で自由に流通するよう
にする

また事業者に対しては、業種ごとに以下のことを要請している。
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表 4-7 対象事業者への要請事項
サービス

製造業者

輸入業者

販売業者

製品・サービスでの準拠

○

○

－

○

付帯文書の作成

○

○

○

○

準拠が継続できる体制の整備

○

－

－

○

不適合製品の市場投入の防止

－

○

○

－

苦情・不適合の記録の保管

○

○

－

－

ロットなどの表示

○

○

－

－

保管・輸送でのリスクの排除

－

○

○

－

不適合発生時の是正措置の実施

○

○

○

○

不適合発生時の当局への報告

○

○

○

○
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5. 障害者の情報アクセスや移動補助に関する事例
コンピュータやインターネットの普及により、障害者が自分自身で情報にアクセスしたり、移動し
たりすることが以前と比べて容易に行えるようになってきている。また、情報提供を行う側において
も、JIS X8341 に基づくアクセシビリティ対応が進んでおり、例えば公共機関のウェブサイト等では
「みんなの公共サイト運用ガイドライン51」等により、情報アクセスのための環境が整備されつつある。
さらに近年の ICT 技術の発展により、障害者の情報アクセスや移動補助に関し、AI や VR、AR とい
った技術を使った先進的な取組が多数出現してきている。そこで、これら先進的な技術を活用した、
障害者の情報アクセスや移動補助に関する取組について取り上げる。
なお障害者の情報アクセスや移動補助については、障害種別や支援内容により以下のように分類し
た。
表 5-1 対象事例の分類
分類

概要

視覚障害者に音声やテキストで視覚情

視覚障害者の周囲の状況をカメラ等で撮影し、オペレータ

報を提供する事例

や IT 技術を用いて音声や他の手段で状況をリアルタイムで
説明し、支援を行う事例

聴覚障害者にテキストで音声情報を提

聴覚障害者の周囲の音声を認識し、リアルタイムでテキス

供する事例

ト化して提供することにより、支援を行う事例

移動経路情報を提供する事例

車いすで移動する障害者等を対象として、バリアフリーな
経路の情報や、施設・建物内の移動を支援する情報を提供
する事例

その他

リアルタイム翻訳、多様な手段で IT 機器の入出力を支援す
る技術等

5.1. 視覚障害者に視覚情報を提供する事例

事例
国

ヒューストン空港 Aira Services for BLV (Blind and Low Vision)
米国

現状

提供中

概要

拡張現実技術（Augmented Reality）を用いた移動支援を提供する。
視覚障害者がカメラ付きの眼鏡を付け、映像をリアルタイムで Aira の支援スタッフに送
信し、スタッフが音声で状況説明とナビゲーションを行うサービス。
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サービス提供者である Aira はヒューストン空港以外でもサービス提供のパートナーシッ
プを進めており、2019 年春からスミソニアン美術館でもナビゲーションサービスを開始
する。視覚障害者はスミソニアン美術館で、無
償でサービスを利用できる。
また、視覚障害者向けの商用サービスも提供さ
れている。複数のプランがあり、スタンダード
プランでは月 99 ドルで 120 分まで、199 ドル
のアドバンストプランでは 300 分までサービ
スを利用できる。また、スマートグラスはプラ
ス 25 ドルで利用できる。（2019 年 3 月現在）
関連情報

https://aira.io/
https://www.fly2houston.com/newsroom/releases/aira-technology-blind-and-low-vi
sion-offered-houston-airports/
https://blooloop.com/news/smithsonian-museum-aira-technology-visitors-blind-vi
sion-loss/

事例
国

Wayfindr
英国

現状

実証試験中

概要

ロンドンで生まれた視覚障害者のための地下鉄音声ナビアプリ。
英国王立視覚障害者協会（RNIB）の要請を受け、デジタルサービスをデザインする ustwo
（英企業）が開発。
駅構内の要所に設置された Bluetooth ビーコンからの信号を、スマートフォンアプリ
「Wayfindr」で受信し、ユーザーの現在位置を割り出して、ヘッドフォンで音声案内を
する。現在は、エスカレーター、改札口、ホームへの道案内を音声で行っている。
また、オーストラリア、ノルウェー、スペイン、およびイタリアで試験を実施した。（最
新の実験事例は 2018 年 1 月）

関連情報

https://www.wayfindr.net/
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https://greenz.jp/2015/05/26/wayfindr/
https://news.itu.int/paving-the-way-for-those-with-visual-impairments-the-wayf
indr-open-standard/

事例

RNIB Smart Glass
（英国王立盲人協会（RNIB）とオックスフォード大学の研究チーム）

国

英国

現状

研究開発

概要

英国王立盲人協会（RNIB）とオックスフォード大学の研究チームは Google の助成金を受
けて、視覚に障害があっても形や輪郭を簡単に識別できるようにする特殊な眼鏡の開発
に取り組んでいる。
仕組みとしては、人や障害物など近くの物体をソフトウェアで検出して、コントラスト
を強めた形に変換する。

関連情報

事例
国

https://www.rnib.org.uk/smart-glasses

視覚情報を音声で伝える iPhone アプリ「Seeing AI」（Microsoft）
米国

現状

提供中

概要

米 Microsoft が 2017 年 7 月に、目が不自由な人の視覚を音声で補助する iPhone アプリ
「Seeing AI」を公開した。App Store からダウンロードできる。（日本でもダウンロー
ドできるが、日本語対応はしていない）
ユーザーの周囲にある文書、製品のバーコード、人を Seeing AI 内のカメラで撮影する
と AI（人工知能）で認識し、その情報を音声で伝える。
メニューには短いテキスト、文書、製品、人の 4 つのボタンが用意され、認識するとそ
の内容を iPhone 内蔵の合成音声で読み上げる。対象となる文書などの全体が読み取れる
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ように、位置調整などを音声でガイドしてくれる。
人物は顔認識で名前が分かっている場合には名前を読み上げ、表情なども知らせてくれ
る。

関連情報

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1707/13/news066.html
https://japanese.engadget.com/2018/05/22/seeing-ai/

事例
国

Sight＋（GiveVision 社）
英国

現状

提供中

概要

SightPlus は着用可能なヘッドセットで、クローズアップや遠方のオブジェクトを拡大し
たり、コントラストを変更したり、見ているものにカスタムフィルタを適用することが
できる。
ハンズフリーで持ち運びが容易で、多種多様な作業に活用できる。
スマートフォンに埋め込まれた最新の高速、高精細カメラ技術を活用し、SightPlus は利
用者が見ている情景をキャプチャし、ライブビデオストリームを即座に送信することが
できる。
SightPlus は、市販のコンポーネントを使用して組み立てられているため、低コストで提
供する事が可能である。

Association for E-publishing Business Solution

55

関連情報

https://www.givevision.net/

事例

Orcam My Eye2（アメディア）

国

日本（製造国はイスラエル）

現状

提供中

概要

メガネのフレームに装着して、目の前の文書を読み上げる超小型のウェアラブル音声読
書機。本体のタッチバーに触れるだけの簡単操作で、カメラの視野に入った目の前の文
書を明瞭な男性音で読み上げる。
印刷物の読み上げ：指をさせば、手元にある印刷物の内容を確認できる。
看板読み上げ：外出先等で看板を指させば、その内容を読み上げる。
人の区別：前にいる人が男性か女性か、何人いるかを教えてくれる。顔認識させれば、
前にいる人の名前を教えてくれる。
お札識別：お札を識別してお知ら
せする機能。
色認識：色を識別して読み上げる
機能。
商品認識：商品を記憶させておく
ことにより、商品名を知らせる。
時刻のアナウンス：音声時計の役
割も果たす。
価格は 648,000 円(税込)。
社長が視覚障害者であり、メディア等への露出をはじめ、講演、執筆等積極的に活動し
ている。

関連情報

販売元会社 HP
http://www.amedia.co.jp/?fbclid=IwAR0-o361WD9qwuW3WLBDwELDiVYzKXxEWcZ19OqxErKI
FPVgs8mONq3Pucg
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商品詳細ページ
http://www.amedia.co.jp/product/visual/videomagnifier/OrCam.html
http://www.amedia.co.jp/product/visual/videomagnifier/OrCam.html

事例
国

Automatic alternative text 機能（Facebook）
米国

現状

提供中

概要

自動代替テキストは、物体認識技術を利用して、視覚障害者のために写真の説明を生成
する機能。写真の自動代替テキストを編集することも可能。
写真の自動代替テキストの音声を聴くには、スクリーンリーダーを使用して Facebook を
開き、画像に焦点を移動する。物体が認識されると、写真に写っていると思われるもの
のリスト、あるいは写真をアップロードした人が書いた説明が読み上げられる。写真の
代替テキストがコミュニティ規定に違反していると思われる場合は、写真を報告できる。
すでに Facebook の機能として提供されており、だれでも利用可能。

関連情報

https://www.facebook.com/help/216219865403298?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/accessibility/videos/automatic-alternative-text/10820
33931840331/

5.2．聴覚障害者にテキストで⾳声情報を提供する事例

事例
国

こえとら
日本

現状

提供中

概要

情報通信研究機構（NICT：総務省所管の国立研究開発法人）の音声認識技術・音声合成
技術を活用して音声と文字を相互にリアルタイムで変換し、聴覚障害者等と健聴者との
間の円滑なコミュニケーションを支援する、スマートフォン・タブレット用のアプリ。
主要電気通信事業者の協賛により、フィート（FEAT）が平成 27 年２月に無償で本格的サ
ービス提供を開始。
また、アプリは App Store または Play ストアから入手可能。
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関連情報

事例
国

http://www.koetra.jp/index.html

UDCast とスマートグラスによる映画の字幕ガイド提供
日本

現状

提供中

概要

UDCast（ユーディーキャスト）は、映画・映像・放送等の「音声」をスマートフォン等
の携帯端末のマイクが拾うことで、その端末を通じて、字幕や手話の表示、音声ガイド
再生等を行うことのできるアプリケーション。
スマートグラスと連動させることで、字幕が空中に浮かんだ状態でスクリーンと重ねて
見ることができる。

美ら海水族館、リニア見学センター、敦賀赤レンガ

ジオラマ館で導入されている。

また上映中の作品を含め、多くの映画作品で対応している。
（http://udcast.net/workslistcat/movie-subtitle/）
関連情報

事例
国
現状

http://udcast.net/about/

uCaption（TDI）
米国
提供中
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概要

TDI は音声入力技術を使ってイベ
ントのライブ トランスクリプシ
ョンをウェブアプリに中継し、聴
いている方々がリアルタイムでキ
ャプションの修正を提供できるソ
フトウェアを開発している。
これにより、低コストで非常に精
度の高いライブ キャプション サ
ービスを利用できるようになる。

関連情報

事例
国

https://tdiforaccess.org/iwantto/ucaption/

FUJITSU Software LiveTalk（富士通）
日本

現状

提供中

概要

FUJITSU Software LiveTalk は、発話者の発言を音声認識し、即座に翻訳・テキスト変換
することで、発言内容を複数端末にリアルタイムで翻訳・テキスト表示するダイバーシ
ティ・コミュニケーションツール。
聴覚障害者とのコミュニケーションやグローバル活動の支援ツールとして利用できる。
LiveTalk の企画、開発、そして、現在も拡販に聴覚に障害のある社員（同社および富士
通、富士通グループ）が関わっている。
また本製品の母体は、総務省 平成 25 年度情報通信利用促進支援事業費補助金(デジタ
ル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発) にて採択された研究開発（平成 25（2013）
年～平成 27（2015）年の 3 年計画）での知見がベースになっており、聴覚に障害のある
社員が関わっている。
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価格については、例えば 3 ライセンスの場合で、
1 年目：355,000 円/年～
2 年目以降：250,000 円/年～
となっている。
関連情報

http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/products/livetalk/?fbclid=IwAR1ftKKvDtJDNU
KRUzpZJOfvQzFWi1QvW2JZByini3Lrrci7H3ntKj6m3GI

事例
国

みえる電話（NTT ドコモ）
日本

現状

提供中

概要

通話相手の言葉をリアルタイムで文字に変換し、スマートフォン画面
に表示するサービス。通話相手の言葉を聞き取るのが難しいと感じて
いる方を対象としている。
また、文字を入力して相手に音声で伝える機能もある。聴覚障害者（ろ
う者・難聴者）、高齢者が、24 時間いつでも利用できる。
みえる電話の応援企業・団体として、特定非営利活動法人 東京都中
途失聴・難聴者協会、一般社団法人日本補聴器販売店協会がある。
2019 年 3 月 1 日より本サービスを開始した。サービス利用料は無料。

関連情報

事例
国

http://mieru-denwa.idc.nttdocomo.co.jp/

聴覚障害者向けの運転支援技術（現代自動車）
韓国

現状

研究開発

概要

韓国・現代自動車は、聴覚障害のあるドライバーに対し、サイレンなどの音情報を視覚
や触覚に置き換えて伝える技術を 2019 年 1 月 10 日に発表した。
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緊急車両のサイレン、音声ナビゲーション、車両からの注意喚起を促す警告音、踏切音、
他車からのクラクションなどを伝えられる。
人工知能（AI）を使って、聞こえてくる音のパターンを分析し、ドライバーに伝えるべ
き情報かどうかを判断する。次に情報によって、音から視覚に変換（Audio-Visual
Conversion=AVC）すべきか、または音から触覚に変換（Audio-Tactile Conversion=ATC）
すべきかを判断する。例えば、緊急車両などの警告音を検知した場合は、AVC を使ってヘ
ッドアップディスプレー上にピクトグラムを表示する。また、ステアリングホイールに
多色 LED を装備し、ナビゲーション情報などを色で示す。ATC の例としては、障害物まで
の距離など、通常であれば音声や警告音で通知される情報を、ステアリングホイールの
振動に変換して、ドライバーに知らせる。

関連情報

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40106010X10C19A1000000/

5.3. 移動経路情報を提供する事例

事例
国

BlindWays（Perkins School for the Blind）
米国

現状

提供中

概要

目の不自由な人は、GPS を使って目的地の付近には行けるが、近づくほど詳細がわかり
にくくなるという課題がある。詳細な情報がないと、バス停やビルの入り口などの特定
の場所を見つけるのに苦労し、まれに慣れた道順から逸れてしまうこともあるため、自
立した生活を送りにくくなってしまう。
この課題に対し、Perkins は Google.org から 75 万ドルの助成金を受け、目の見える
人からナビゲーション ギャップを埋めるためのデータをクラウドソーシングするツー
ルを開発した。
協力者が標準化された方法で手がかりを記録すると、ユーザーを目的地に正確に導く経
路が作成される。
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アプリは AppStore で無料配布されており、iPhone 等の iOS デバイスで利用可能。
関連情報

事例
国

https://www.perkins.org/access/inclusive-design/blindways

ロンドンオリンピック「Journey Planner」
英国

現状

提供中

概要

ロンドン交通局（TfL）がインターネットや携帯電話などで提供するオンラインツールで
あり、ロンドン市内の二地点を結ぶ、徒歩・自転車・公共交通による乗換え検索ができ
るシステム。
エレベーターを使用しなければ移動できない、乗換えが最も少ないルートなどといった
オプションの条件を設定することができる。
Spectator Journey Planner がチケット購入者向けに提供され、ロンドンオリンピック期
間中は、障害者や身体の不自由な人も含めて、オリンピック会場の駅までアクセスでき
る移動を計画することができた。
検索件数は、チケット購入者 90％にあたる 249 万件（12 年 9 月まで）、経路情報提示は、
220 万件となっている。

関連情報

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/report/data/26_09_olypara.pdf
I-32 ページ

事例
国
現状

WheeLog!
日本
提供中
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概要

車いすで通った道のりを地図上に描くことができ、その情
報を共有して車いす利用者の移動可能情報を提供するア
プリ。
一般社団法人 WheeLog：車いすユーザーである代表者本人
が、車いすで息子と海に行けるバリアフリー情報を見つ
け、それを皆で共有するために始めたサービス。
iOS 用、Android 用のアプリが提供されている。
2019 年 2 月末時点の利用状況は以下の通り：
登録スポット数：15,152
全ユーザー数： 5,937
自走車いす：930／電動車いす：675／介助車いす：287／
ストレッチャー：29

関連情報

事例
国

https://www.wheelog.com/hp/

WHILL Model C とスマートフォン連携
日本、米国

現状

提供中

概要

スマートフォンと連携できる電動車いす。
走行可能距離を確認したり、リモートコントロール機能を使って動かしたり、モード設
定を変更することで、一人一人に一番使いやすい Model C に変更することが可能。
遠隔操作もできる。
メーカー希望小売価格 450,000 円（非課税）
・介護保険レンタル対応
・補装具支給制度対象モデル

関連情報

事例

https://whill.jp/model-c

Wheelmap
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国

グローバル

現状

提供中

概要

障害を持つ人々が車椅子で行くことができる場所のデータセットを世界規模で作成する
プロジェクト。
世界中の公共の場所のアクセシビリティデータを統合し、多くのアプリやウェブサイト
で利用できるようにするための共通の基準と技術というバックエンドを開発している。
そして、障害のある人々がこうしたアプリやウェブサイトを利用し、外出時の経路を決
めたり計画を立てたりして、世界を探索する過程を楽しめるようにすることを目指して
いる。

関連情報

https://wheelmap.org/
https://www.google.org/intl/ja/impactchallenge/disabilities/grantees/wheelmap.
html

事例
国

VIBLO by &HAND（一般社団法人 PLAYERS）
日本

現状

提供中

概要

VIBLO by &HAND は、点字ブロックをテクノロジーでアップデートし、視覚障害者が一人
でも安心して外出でき、より自分らしくより豊かな生活を送っていただくことを目指し
たサービス。
視覚障害者の多くは一人での外出、特に初めての場所や遠出に不安や困難を抱えており、
外出を諦めてしまうことも少なくない。また、日本で生まれ国際規格となった点字ブロ
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ックは、視覚障害者の移動を支援するインフラとして社会実装され、今後も実装され続
けることが期待されている。
しかし、視覚障害者からは「点字ブロックだけでは目的地に辿り着けない」「警告ブロ
ックが意味する内容が分からない」「自転車などで点字ブロックが遮られている」とい
った声があがっており、社会インフラとして十分に機能しているとはいえない。
VIBLO by &HAND は、発信機を内蔵した「VIBLO BLOCK」、スマートスピーカー「Clova」、
「LINE アプリ」、オープンイヤーヘッドセット「Xperia Ear Duo」を活用し、視覚障害
者の移動を「声」でサポート
する。
スペシャルアドバイザー（聴
覚障害者）：塩越 ひな、ろう
者・難聴者・難聴者のための
震災情報サイト 代表
関連情報

事例
国

https://www.andhand-project.com/pages/2337492/viblo

「みちびき」を利用した歩行補助システム（株式会社ニュージャパンナレッジ）
日本

現状

研究開発

概要

【経済産業省 NEDO H28 年度 課題解決型福祉
用具実用化開発支援事業】
視覚障害者の自立歩行を補助できる非公開地
図端末機器システム。
「全地球航法衛星システム」と「準天頂衛星
システムみちびき」とを組み込んだ高精度位
置情報検出機器を用いて、独自の地図データ
ベースに歩行経路の目印情報をクラウドに登
録し、使用者専用の地図データベースを作成
する。

関連情報

http://njkcorp.jp/cms/2018012513112710.html
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5.4．その他の事例

事例
国
現状
概要

マイトビー I-15（視線入力装置）
日本
提供中
マイトビーI-15(アイジュウゴ)は
「ただ見るだけ」で読み上げによる
会話やコンピュータ操作、メール、
SNS、リモコン操作などが行える、肢
体不自由者の意思伝達、コミュニケ
ーションの可能性を広げるツールで
ある。
価格は公開されておらず、ウェブサ
イトからの見積依頼を行う。

関連情報

事例

https://www.creact.co.jp/item/welfare/tobii-eyetrackers/mytobii-i15/i15-spec

点字読者が利用できるタブレット｢BLITAB｣（BLITAB）

国

オーストリア

現状

トライアル中

概要

iPad と同じ大きさで、画面の大部分に点字の突起を出すための多数の穴があけられてお
り、この穴から点字の突起を出すことで、点字読者が利用できるタブレット。
タッチナビゲーション、テキスト読み上げアウトプット、そしてパーキンス式点字キー
ボードを通じて点字読者・非点字読者に全く新しいユーザー体験を提供する。
また USB メモリ、インターネット、NFC タグを通じて得られた情報やテキストファイルを
直接点字に変換して表示することも可能。
事業者は、このタブレットを「読むことを楽しむ視覚障害者のために現存する、そして
これから開発されるべきソフトウェアのためのプラットフォーム」としている。
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関連情報

http://blitab.com/#project
https://www.gizmodo.jp/2017/01/blitab.html
https://youtu.be/nyC-k4fBkLY

事例
国

快速よむべえシリーズ YK-2000-D21（アメディア）
日本

現状

提供中

概要

読み取った内容を、テキスト、HTML、エクセル、CSV、MP3 またはデイジー形式で USB メ
モリに転送し、音声読書機モードに切り替えることにより、長文を連続読みでき、眼を
使わない読書に途中で切り替えることができる機器。
音声読書機モードでは、すでに読み取った文章の最初から最後まで、寝ながらでも聞く
ことができる。
活字印刷物（日本語・英語・中国語簡体字・中国語繁体字・ハングル文字）書籍・新聞
や雑誌・請求書やレシート・丁寧に書かれた手書き文書の読み取りができる。

画面が附属していないカメラと本体から構成される読書機は 198,000 円 (非課税)。
社長が視覚障害者であり、メディア等への露出をはじめ、講演、執筆等積極的に活動し
ている。
関連情報

http://www.amedia.co.jp/product/visual/yk/index.html
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事例
国

デイジーポッド（CYPAC）
日本

現状

提供中

概要

デイジーポッドは、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が無償でダウンロ
ード提供を行っている、全国 21 のボランティア団体が製作したマルチメディアデイジー
教科書(以降デイジー教科書) をダウンロードおよび再生する専用アプリ。
デイジー教科書は、視覚障害、発達障害、学習障害、識字障害、肢体不自由等の紙の本
の読みに困難のある児童生徒向けに作られた録音図書による教科書。画面にテキストが
現れるのと同時に録音された音声が再生され、再生箇所がハイライト表示される。
本システムは、著作権法第 33 条の 2 と第 37 条の第 3 項に基づき、通常の出版物が読め
ない児童・生徒による利用を対象にデイジー教科書を無償でダウンロード提供するもの。
デイジーポッドを使うと WiFi の無線 LAN を通じてデイジー教科書の提供サーバーからタ
イトルのデータをダウンロード
できる。ダウンロードしたタイト
ルはデイジーポッドの本棚に教
科書ごとに保存される。一度、ダ
ウンロードしてデバイス内に保
存したタイトルはインターネッ
ト接続が無くても、デイジーポッ
ドでデイジー教科書を再生でき
る。

関連情報

事例
国

http://www.cypac.co.jp/ja/

ポケトーク（ソースネクスト）
日本

現状

提供中

概要

POCKETALK®(ポケトーク)は、互いに相手の言葉を話せなくても、通訳がいるように対話
できる音声翻訳機。
対話のために設計された専用機ならではの使いやすさが特長となっている。
翻訳は、端末ではなくクラウド上のエンジンを用いるため、いつも最新で、言語ごとに
最適な翻訳エンジンを利用できる。
従来のオフラインの翻訳機ではなしえない高度な処理を実現している。
価格は 24,800 円から。
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関連情報

https://pocketalk.jp/product/?i=pwt_sl

Association for E-publishing Business Solution

69

6. 障害者参加型製品・サービス開発事例
6.1．障害者⽀援機器等の開発⽀援プログラム
障害者支援機器の市場規模は小さく、また障害の種別や態様によって支援機器に求められる機能が
多様であることから、支援機器開発においては開発費用の負担や、障害者のニーズ把握、プロトタイ
プの課題抽出といった様々な面で課題が大きい。これに対し、大手企業や公益法人等による、障害者
支援機器の開発支援プログラムが提供されている。
このような開発支援プログラムでは、開発費用の全部または一部の提供や、障害者と機器メーカー
等のマッチング、開発された機器の障害者向けプロモーションの場の提供等を行っている。

6.1.1 海外事例

事例
国

AI for Accessibility（Microsoft）
グローバル

現状

実施中

概要

マイクロソフトは 2018 年 5 月 7 日、2,500 万ドル（約 27 億円）を投じる 5 カ年プログラ
ム「AI for Accessibility」を発表した。
これは、ソフトウェアやデバイスの開発者に対し、人工知能（AI）を活用した障害者コ
ミュニティ向け製品の設計を促すプログラムである。
例えば、目の前の状況を説明するアプリや、テキストを音声に変換したり、テキストを
予測して入力の手間を省いたりする技術の改善などへの支援を行う。

関連情報

https://news.microsoft.com/ja-jp/2018/05/09/blog-using-ai-to-empower-people-wi
th-disabilities/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1805/08/news076.html

事例
国

Makeathon-in-a-box（Beit Issie Shapiro／TOM）
イスラエル

現状

実施中

概要

イスラエルの企業である Beit Issie Shapiro と TOM は、新しいアクセシビリティソリュ
ーションの開発を目指して製作者と障害のある方との橋渡しをする、
Makeathon-in-a-box のテンプレートを作成している。
問題：アクセシビリティの問題はあまりにも多種多様であるために、解決策をそれぞれ
の要望に合わせ、かつ費用を抑えて用意することは不可能に近く、結果的に多くの課題

Association for E-publishing Business Solution

70

が対処されないままになっている一方で、地域社会を支援することに関心を寄せている
製作者は増えている。しかし、どこから始めていいかわからないというのが現状。
プロジェクト：TOM は、Google.org から 70 万ドルの助成を受けて Makeathon-in-a-box
を作成している。これは、製作者と障害者を結びつけ、放置された状態にあるアクセシ
ビリティの課題に対する新しいソリューションのプロトタイプ製作を目指した、国際的
なコミュニティ活動 Makeathon のためのテンプレートである。
効果：Makeathon から生まれるプロトタイプはオープンソースになり、選ばれたソリュー
ションは TOM のサイトから購入可能になる。こうすることで、アクセシビリティの分野
におけるイノベーションを推進し、障害者に待ち望まれていた製品を低価格で提供でき
るようにしている。
関連情報

http://tomglobal.org/
https://www.google.org/intl/ja/impactchallenge/disabilities/grantees/tom.html

6.1.2 国内事例

事例
国

シーズ・ニーズ

マッチング交流会（テクノエイド協会）

日本

現状

実施中

概要

障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援機器開発の機会を創出する、シーズ・ニー
ズのマッチング交流会。
交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、障害当事者と企業・研究
者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、体験や交流を通じて、良質な支援機器
の開発、この分野への新規参入の促進を図る。

関連情報

事例
国

http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/index.shtml

一般社団法人 日本支援技術協会
日本

現状

実施中

概要

一般社団法人 日本支援技術協会は、障害者や高齢者が高度な情報社会の中にあっても、
より豊かで自立した生活が営めるよう情報支援技術の普及とその人材育成を行うことを
目的として、2016 年 2 月 5 日に日本支援技術倶楽部から改称、法人化した組織。
定期的に研修会を開催し、障害者からと交流することで障害を理解し、それを ICT で解
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決するためのアイデアソンなどを実施している。
関連情報

https://www.jatc.jp/
https://www.jatc.jp/event/1295

6.2．障害者との協⼒によって⽣まれた製品等の事例
障害者支援機器やサービスは、障害者のニーズに適しているか、実際に使って問題がないかなどを
確認し、よりよい製品に仕上げていくため、障害者や障害者支援団体等の協力が重要であり、多くの
製品で障害者・支援団体等と連携した開発プロセス・評価プロセスが採用されている。
そこで、開発や評価で協力関係を明示している事例を取り上げる。
事例
国

トーキングエイド for iPad （株式会社ユープラス）
日本

現状

発売準備中

概要

U-PLUS Corporation が音声や筆談によるコミュニケーショ
ンが苦手な人のために開発した、スイッチやタッチで操作す
る iPad のアプリ。
平成 29 年度 公益財団法人テクノエイド協会 障害者自立支
援機器等開発促進事業に採択。「ユーザーニーズに基づくト
ーキングエイドの改良」

関連情報

"https://www.talkingaid.net/wp-content/uploads/2018/09/786515bc2cdcd4fab546a98
30d69be38.pdf
https://www.talkingaid.net/"

事例
国

視覚障害者移動支援サービス（公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所）
日本

現状

開発中

概要

視覚障害者の外出を音声ナビと画像障害物検知でサポートするプラットフォーム。
スマートフォンやカメラ、ヘッドセットを組み合わせた移動支援ツールを利用し、目的
地まで音声でナビゲーションを行う。マイクを通して音声で目的地設定を行い、目的地
までイヤホンからナビゲーションしてもらうことができる。移動中、カメラを通して障
害物を検知した場合、音声で障害物の存在を知らせる。衝突する危険がある場合、停止
を指示する。また、信号機についても青、赤を判断し、進行 or 停止を指示する。
事故や災害など緊急時、マイクを通して「緊急」を指示すると「IoT 杖による見守りサー
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ビス」と連携し、あらかじめ登録していた連絡先へコールセンターから連絡するサービ
スも提供する。
現在は実証実験に向けて開発中。（カメラ：富士通と大学による共同開発、白杖 IoT：オ
ートバックス、障害者参画として大分県盲人協会が協力）

関連情報

https://www.hcr.or.jp/search/179197?fbclid=IwAR33RLeOlcpCoipouXrRxrcY4OsQPzvDW
xsgfWH7oI1jXVPb_eq8OEbAUTM

事例
国

網膜投影型の AR グラス「RETISSA Display」（QD レーザ）
日本

現状

販売中

概要

市販品としては初の網膜投影型
の AR グラス。
AR デバイスには様々な表示方
法があるが、網膜投影型のデバ
イスとして市販されるデバイス
はこの RETISSA Display が初。
直接、映像を網膜に照射するた
め、視力が弱い人でもクリアに
映像を見ることができ、またデ
バイスのサイズが小さく抑えら
れる。
※網膜走査技術市場創出コンソーシアムを設立し、部材、総合電機、自動車、コンテン
ツ、医療機関、大学、自治体、福祉団体など、本市場に関わる広い分野の会社、各種団
体との横断的な検討を進めている。

関連情報

https://www.qdlaser.com/
https://www.moguravr.com/retissa-display-2/
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事例
国

MCTOS Model WX（株式会社テクノスジャパン）
日本

現状

販売中

概要

眼球も動かない重度障害者用の「生体信号スイッチ」。各
種コミュニケーション装置や電子機器に接続し、脳波等の
生体信号を利用してそれらを操作することが可能。
生体信号を出したり止めたりのコントロールには、若干の
トレーニングが必要。（個人差あり）また、接続機器側に
はフェールセーフ対策が必要。
テストには障害者が参加。「平成 25 年度障害者総合福祉推進事業」から国庫補助金の
交付対象。日本リハビリテーション工学協会協力のもと開発。
価格は 38 万円（非課税）。

関連情報

事例
国

http://technosjapan.jp/product/communication/2012/0820210400.html

EXTRA for Windows Version 7（有限会社エクストラ）
日本

現状

販売中

概要

点字文書作成用ソフト。
原文テキストを仮名と点字に変換する。ユーザーは点字を直接校正することによっても、
仮名を校正することによっても、正しい
点字文書を効率的に作成できる。
点字の規則を知らなくても、自動変換機
能と仮名での読みの誤りの修正を行う
ことで、十分実用的な点字文書を簡単に
作成可能。複数候補選択機能や、点字の
マスあけ補正を行う機能により

容易

に点訳作業を行える。
テキストファイルの他、Microsoft
Word、一太郎、HTML、PDF など、いろい
ろな形式のファイルからテキストデー
タを読み込み点字に変換することも可
能。
Version 7 では UEB（統一英語点字）の
自動点訳・逆点訳を実現した。
価格は 82,080 円（税込）。
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静岡県立大学発ベンチャーとして、視覚障害者と協力しながら製品開発を行っている。
関連情報

事例
国

http://www.extra.co.jp/extra/index.html

視覚障がい者移動支援サービス（公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所）
日本

現状

開発中

概要

視覚障害者の外出を音声ナビと画像障害物検知でサポートするプラットフォーム。
スマートフォンやカメラ、ヘッドセットを組み合わせた移動支援ツールを利用し、目的
地まで音声でナビゲーションを行う。マイクを通して音声で目的地設定を行い、目的地
までイヤホンからナビゲーションしてもらうことができる。移動中、カメラを通して、
障害物を検知した場合、音声で障害物の存在を知らせる。衝突する危険がある場合、停
止を指示する。また、信号機についても青、赤を判断し、進行 or 停止を指示する。
事故や災害など緊急時、マイクを通して「緊急」を指示すると「IoT 杖による見守りサー
ビス」と連携し、あらかじめ登録していた連絡先へコールセンターから連絡するサービ
スも提供する。
現在は実証実験に向けて開発中。（カメラ：富士通と大学による共同開発、白杖 IoT：オ
ートバックス、障害者参画として大分県盲人協会が協力）

関連情報

https://www.hcr.or.jp/search/179197?fbclid=IwAR33RLeOlcpCoipouXrRxrcY4OsQPzvDW
xsgfWH7oI1jXVPb_eq8OEbAUTM

事例
国

ブレイルメモスマート 40（ケージーエス株式会社）
日本

現状

販売中

概要

点字表示部 40 マスの薄型でワイドな点字ディスプレイ。
音声が出て操作内容や点字での表示内容を話すことができる。
音声読み上げ機能、ボイスレコーダー機能、デイジー再生機能等、視覚障害者の生活を
支援する様々な機能を搭載している。
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日常生活用具給付候補品。
基本的には、視覚障害者主導で開発してお
り、プログラムも障害者が開発した。
380,000 円(非課税)

関連情報

http://www.kgs-jpn.co.jp/index.php?%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%A9%B3%E7%B4%B0
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7. 東京オリンピック・パラリンピック関連の事例
東京オリンピック・パラリンピックに向けた、外国人や障害者を対象とした情報提供・移動支援の
事例として、東京都オリンピック・パラリンピック準備局が提供する「多言語対応協議会ポータルサ
イト（http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/index.html）で、584 件の事例が紹介52さ
れている。
これら事例の中から、支援に際して ICT を先進的な形で活用している事例について取り上げる。
事例

タクシーにおける多言語翻訳の社会実証（KDDI）

現状

実証終了

概要

KDDI 株式会社が、総務省グローバルコミュニケーション計画（GCP）の「外国人が『言葉
の壁』を感じることなくコミユニケーションを可能とする多言語音声翻訳技術の開発、
社会実証」の「タクシーにおける多言語翻訳の社会実証」を受託し、実施した。
タクシーの後部座席に設置されたタブレットならびにマイクと、運転席に設置されたマ
イクを通して会話を行うもので、それぞれの会話は、クラウド上にある多言語翻訳プラ
ットフォームにより目的の言語に翻訳される。

関連情報

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/1810024.pdf

事例

音のユニバーサルデザイン化支援システム「SoundUD」（ヤマハ）

現状

提供中／実証中

概要

ヤマハ株式会社が 2014 年に、音のユニバーサルデザイン化支援システム「おもてなしガ
イド」を開発。「SoundUD 音声トリガー」を用いて開発したサービスの一例で、日本語音
声と連動してスマートフォンなどに多言語の情報を瞬時に提供する。
2017 年 10 月にはヤマハ株式会社が主催社・事務局となって、言語や聴力への不安がない

52

2019 年 3 月 19 日現在
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音のユニバーサルデザイン化社会づくりを推進するため「SoundUD 推進コンソーシアム」
を設立し、現在、240 を超える企業・団体とその普及に取り組んでいる。

関連情報

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/1810025.pdf

事例

AI チャットコンシェルジュ Bebot』による東京駅案内（株式会社ビースポーク）

現状

提供中

概要

2018 年 3 月 21 日に、訪日外国人向けのコンシェルジュ業務を AI（人工知能）によって
行うチャットボット『 Bebot（ビーボット）』を、鉄道駅としては世界で初めて東京駅
と周辺エリアに導入した。
導入・運営しているのは、東日本旅客鉄道株式会社と東京ステーションシティに関係す
る JR 東日本グループ 24 社（公益財団法人を含む）を会員とする「東京ステーションシ
ティ運営協議会」。
『Bebot』は、株式会社ビースポク（本社：東京都渋谷
区、代表：綱川明美 ）が、2016 年に開発した、日本
初の訪日外国人向けチャットボット。AI を活用し、英
語と中国の 2 カ国語で 24 時間・365 日、スマートフォ
ンを通じてリアルタイムに情報を提供している。

関連情報

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/20180705-2.pdf

事例

JR 東日本「異常時放送英文化アプリ」

現状

提供中

概要

乗務員が携帯しているタブレット端末に「異常時放送英文化アプリ」を導入し、訪日外
国人旅行者へ向けて、ダイヤが乱れた際の英語音声による情報提供を充実させた。
これまでの社内におけるダイヤ乱れ時の英語による情報提供は、文字情報・英語音声と
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もに情報量が少なく、英語音声を出力するまでに時間を要するなど課題があった。しか
しこのアプリは、これまでよりも詳細な情報を、よりスピーディーに訪日外国人旅行者
に提供することができる。

関連情報

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/20180705-4.pdf

事例

「誰でも簡単に多言語対応ができるアプリ」（株式会社アクティバリューズ）

現状

提供中

概要

スマートフォンやタブレットで SNS（LINE、WeChat、Facebook Messenger）を用いて、外
国語をマスターした人工知能による 24 時間外国人のお客様の問い合わせに対応するシス
テム。
多言語システム“talkappi ボット”は二次元バーコードをスキャンして AI アカウントを
友達に追加するだけで、すぐ使用可能であり、また時間を問わず 24 時間いつでも対応が
可能という特長がある。
現在の対応言語は、日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語だが、今後はさらに
他の言語にも対応を拡大する予定。

関連情報

http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/20180705-7.pdf
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事例

AR 観劇ガイドシステム（大日本印刷株式会社）

現状

特定イベントで提供実績あり

概要

スマートグラス（メガネ型デバイス）を装着するだけで、舞台などの進行に合わせて目
の前に字幕などの情報を表示するシステム。
訪日外国人の方にも広く日本の文化を楽しめるように、多言語で解説ができるようにな
っている。
また、劇場側のメリットとして、新たなシステムを設置しなくても既存の音響設備が利
用可能であれば、Wi-Fi などの通信環境がなくても安定した提供が可能。
装着時は、舞台や画面から目を離すことなく、ハンズフリーで舞台に集中できる。

関連情報

事例

http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/20180705-8.pdf

窓口での外国人・聴覚障害者対応アプリ VoiceTra(ボイストラ)／SpeechCanvas(スピーチ
キャンバス)（ふじみ野市）

現状

実証中

概要

埼玉県ふじみ野市では 2017 年 3 月から、市民課などの窓口に、国立研究開発法人情報通
信研究機構(NICT)が開発・提供している多言語対応音声翻訳アプリ「VoiceTra(ボイスト
ラ)」と、音声認識アプリ「SpeechCanvas(スピーチキャンバス)」をインストールしたタ
ブレット端末を設置し、外国人や聴覚障害者とのコミュニケーションに役立てる試験運
用を開始した。
「VoiceTra」は、音声で話しかけると言語を認識して文字化し、指定した言語に翻訳で
きるアプリ。対応言語は 31 言語で、そのうち音声入力への対応は 22 言語、音声出力対
応は 16 言語となっている(中国語、ポルトガル語の方言を含む)。
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関連情報

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/pdf/fujimino.pdf

事例

札幌市

札幌市防災アプリ（愛称：そなえ）（札幌市）

現状

提供中

概要

防災情報や災害時に役立つ情報を配信するスマートフォンアプリ「札幌市防災アプリ」
（愛称：そなえ）を、2017 年 9 月 28 日から配信。
このアプリは、避難勧告等の発令や避難場所の設置、気象警報などの災害情報をプッシ
ュ通知するほか、衛星測位システム（GPS）により取得した位置情報を基に、現在地周辺
の避難場所を地図に表示する機能などを備えており、アプリ利用者は、災害時に役立つ
情報をより早く・簡単に入手することができる。また、メニュー等を多言語表示し、外
国人の方にも対応している。
(1) 名称：札幌市防災アプリ
(2) 愛称：そなえ
（日ごろから、災害に「そなえ」ておくことが重要であり、災害発生時の情報収集に活
用していただくことはもちろん、平時から災害に備えて避難場所や地域の危険箇所を確
認してほしいという考えから命名。）
(3) 配信開始日：Android 版、iOS 版ともに 2017 年 9 月 28 日（木）
(4) 想定利用者：市民、観光客などの札幌市滞在者（外国人を含む）
(5) 表示言語：メニューや各機能の表示を端末で設定されている言語に応じて、日本語・
英語・中国語・韓国語で自動表示。ただし、札幌市が緊急速報メール（エリアメール）
で送信する避難情報（避難勧告等）は、日本語か英語で表示。対応言語以外の言語が設
定されている場合は、英語で表示する。

関連情報

http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html
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8. 情報アクセシビリティの動向まとめ
8.1. AI 技術の発展による障害者⽀援の可能性
パソコンが広く普及し、多くの障害者が利用できるようになったことで、パソコンおよびインター
ネットは障害者の情報アクセシビリティを始め、生活全般に欠かせないツールとして高く評価されて
いる53。さらに近年では、スマートフォンやタブレット端末等、高性能な携帯端末の普及により、障害
者が移動時や外出先等でも、様々な情報にアクセスすることができるようになってきている。
すでに携帯端末ではアクセシビリティ支援機能による音声読み上げや、音声認識技術を活用した音
声入力等の機能が提供されている。これら機能により、障害者が端末を音声で操作し、求める情報を
音声で受け取ることが可能になっている。
3 章で整理したように、音声読み上げについては特定用途においては人の読み上げと遜色ない水準
となっているが、リアルタイムで高品質な音声読み上げを実現するためには、いくつか課題も明らか
になっている。
また音声認識については、雑音のない環境では実用レベルに達しているが、例えば移動中に利用す
る場合にはノイズの影響があったり、話者の話し方によってうまく認識できない場合があったりする
など、まだ課題も残されている。


音声認識は、クリーンな（ノイズのない）環境では実用レベルに達している。いまは、ノイズ
のある状況で認識率を高めることが課題になっている。（音声合成開発企業）



話し方の違いにより、音声認識の精度が異なってくる。単語をはっきり話すなど、音声認識を
意識した話し方をすれば認識率が高まるが、日常会話のように話すと認識が上手くできない場
合もある。（音声合成開発企業）

また、AI 技術は、画像認識、文字認識、音声翻訳といった技術分野においても活用されている。今
回調査した事例においても、これら技術を活用した障害者の情報アクセシビリティ支援製品・サービ
スが見受けられた。
例えば画像認識機能や文字認識機能を用い、視覚障害者が身につけたカメラから得られた映像に移
っている対象物や文字を、リアルタイムで音声によって伝えるというサービスや、音声認識技術を用
いて話している内容をリアルタイムでテキスト化し、聴覚障害者に伝えるサービスなど、AI 技術がな
ければ実現しえなかったソリューションが、無償や安価な価格で利用できるようになりつつある。
今後 AI 技術が一層発展していくにつれ、障害者の情報アクセスを支援するための、さらに高度な製
品やサービスが出現してくることが期待できる。

53
「パソコンは視覚障害者の必須アイテム」月刊「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2001 年 10 月号（第 21 巻
（http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n243/n243_06.html）
「障害者のパソコン活用は、可能性を開く扉」yomiDr. 2017 年 2 月 22 日
（https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170220-OYTET50042/2/）
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8.2. まとめ
障害者の情報アクセシビリティについては、スマートフォン等の携帯端末や AI 技術を活用した新た
な製品・サービスが出現してきており、今後より効果的に障害者のサポートを行えるようになると思
われる。一方で、障害者の情報アクセシビリティを高めていくためには、AI 技術等を用いて障害者側
で対応することはもちろん、社会の側でも障害者等を考慮した情報提供の仕組みを採用したり、法制
度の面からも障害者等のアクセシビリティを考慮した製品・サービスの普及を支援したりすることが
重要である。
今回の調査では、北米や欧州においてアクセシビリティ関連の法整備が進み、公共機関が提供する
サービスや、公共調達等においてアクセシビリティへの対応が進められている実態も明らかになった。
そこで、今後我が国においても、障害者等の情報アクセシビリティを考慮した諸制度の整備、社会シ
ステムの実現に向けた取り組みが継続されていくことが望まれる。
また障害者等に対する情報アクセシビリティを考慮することは、視力や体力の衰えた高齢者など障
害者以外の多くの人や、日本語の能力が十分でない訪日外国人等にとっても有効である。2020 年には
東京オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの外国人が日本を訪れることも想定される。ま
た、その中にはパラリンピック参加者を始め、多くの障害を持った人も含まれる。このため、国とし
て情報アクセシビリティを推進していくことにより、障害者の生活をよりよくしていくとともに、多
様な属性・バックグラウンドを持った人たちがより不安なく、快適に過ごせる社会の実現につながる
ことを期待する。
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