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広島市視覚障害者情報支援センター創設 20 周年記念事業 

「フォーラム 2020 ICTで視覚障害者の未来を拓く」 

報告書 

 

2021年２月 

 

 

報告書の発刊にあたり 

 

 ここに、フォーラムの成果物としての報告書を皆様にお届けできることを嬉しく

思います。 

 フォーラム 2020 には 200 人を超える全国の皆様にご参加をいただきました。活

動報告の発表者のかたには打ち合わせなど入念な準備をいただきました。また、多

くのスタッフによってフォーラムの運営を支えていただきました。関係者の皆様に

は深く感謝申し上げます。 

 この報告書は、議事録編と考察編から構成され、少し長編になっています。議事

録編は、活動報告で発表者がお話しされた内容をそのまま記載したもので、貴重な

資料といえます。レジュメ等も添付していますので、再度振り返っていただくのも

よいかと思います。 

 考察編は、ICT サポーターやサポート団体の関心のある話題を広範囲にわたり取

取り扱いました。デジタルデバイドやアクセシビリティの問題、サポート団体の地

域格差などすぐには解決できないものも含め、山積する課題について整理をしてお

ります。最後の「まとめ」からご一読いたいだき、関心があることについては遡っ

て詳細に読んでいただくのがよいかも知れません。 

 NPO法人やボランティア ICT サポート団体にとっては、厳しい時期を迎えている

と思われます。課題への対処のキーワードの一つは「連携」で、これからは皆様と

連携を深めていくことが重要と考えています。私たちは、報告書の発行で終わるの

でなく、これからが始まりと思い、本報告書をもとに団体の自己点検を進め、ユー

ザーを中心に据えた新しい取り組みにチャレンジしたいと思っています。 

 本報告書についてご意見等をお寄せいただければ幸甚に存じます。 

 

広島市視覚障害者情報支援センター 会長 志摩 撤郎 
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１ フォーラムの概要 

 (1)主催：広島市視覚障害者情報支援センター（ＶＩＣ） 

 

 (2)日時：2020 年 12月 13日（日）13:00 から 16:30 

 

   場所：広島市総合福祉センター5 階ホール 

 

 (3)広島会場・オンライン参加者数 

  会場参加者：23 人 

  オンライン参加者数：220人（オンラインは Zoomウェビナーで行った） 

 

 (4)趣旨 

 iPhoneを使っていて「ボタンの名前を読み上げない」また「マイナポイン

トに登録できない」などの経験はありませんか。当事者が iPhone を使うよう

になって約 10年が経ちますが、このような問題はまだまだ解消されていませ

ん。ICTサポートを行なっている団体やボランティアの方も、1人または 1団

体では対処できないような問題はありませんか。フォーラム 2020 では、6人

のこの分野の第一人者と一緒に、このような課題をもとに将来の視覚障害者

の ICTについて考えます。 

 

２ 開会あいさつ 

広島市視覚障害者情報支援センター会長 志摩 撤郎 

 

 皆さんこんにちは。よろしくお願いいたしします。今日は第三波のコロナの中、

大変なときに、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。当初、会

場は申込が 60 名ということだったのですけれど、自粛とかありまして 23 名の

方においでいただきました。また、当初オンラインが 100 名の方が定員だったの

ですけども、現在 220 名の方に申し込みをいただきました。どうもありがとうご

ざいました。 

 本会を設立したのは 1999年の 1月 24日です。11名で発足しました。10年た

った時に、10 周年記念大会を平和公園横にある国際会議場で行いまして、約 90

名の方においでいただきました。また、10 年経って、今年、20 周年記念大会を

行うこととなりました。本当はですね。20 年を越えとってですね。すっかり忘

れとったというのもあるんですが、数え間違えまして、やっと行えると思ったら

大変な時になっちゃいましてね。 

 幸い、オンラインによって、予想以上に多くの方に参加をいただきました。ま

た、ユーザーの方だけでなく、サポーターの方やサポート団体の関係者も多数参

加いただいております。視覚障害者を取り巻く ICT 環境やサポート団体などの

現状と課題について、活発な議論をお願いします。 
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３ 活動報告：「ＩＣＴ支援の第一人者が語る視覚障害者の情報環境の現状と課題」 

(1)品川 博之(Voice of i -見えなくても使える iPhone) 

「iPhone が視覚障害者のくらしを変える？」 

 

栗川（司会）/（プロフィールの紹介） 

 次に登壇していただくのは品川様でございます。品川様は、「Voice of i 見え

なくても使える iPhone」のブログを主宰されています。ご存じの方も多いと思い

ます。使い方さえわかれば、iPhoneは画面が見えなくても使えるという考えのも

と、そして、専門家ではなく、ユーザーの視点から VoiceOver のジェスチャーの

説明や便利なアプリを紹介されています。その説明は、ユーザーやサポーターの

皆さまから高く評価されております。それでは、品川様、早速、演題に入ってい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

品川/（報告） 

 品川博之と申します。今は大阪から参加しております。 

 今回、記念すべきイベントに招待していただきまして、ありがとうございま

す。オファーをいただいたのが６月頃だったと思うんですけれども、広島という

ことで何かおいしいものが食べられるかもと気楽に承諾させていただいたのです

が、その後のプログラムの内容を見て登壇される皆様、有名な、著明な方々ばか

りなので、『ああ、これは場違いなところに来たな』と思ってはいたのですが、

折角なのでこの時間、iPhoneについて話しをさせていただきたいと思います。 

 では、スライドをご覧ください。スライドごとにテーマごとに話を進めていこ

うと思うので、スライドを始めていただいてよろしいですか。 

 

（スライド音声）／標準搭載されているアクセシビリティ 

 まず、「標準搭載されているアクセシビリティ」というタイトルですけれど

も、私が iPhone を手にしたのは、2009 年 iPhone 3GSというモデルでした。もと

もと iPhoneは 2007 年に初代のモデルが発売されました。タッチパネルの製品と

いうことで、画面の見えないユーザーにとっては使えないものだろうと特に興味

はなかったんですけれども、この 3GS に VoiceOverという読み上げ機能、スクリ

ーンリーダーが標準登載されているということで、すごく興味を持ちました。こ

れはやっぱり、画期的だと思うんですね。標準登載されているアクセシビリティ

に、今はどんなものがあるかというと、視覚関係でいえば VoiceOver・スクリーン

リーダーのほか、画面拡大、それから色反転、そういったものがあります。 

 そのほかにも、聴覚障害者向けに通知がフラッシュで教えてくれるとか、ステ

レオでなくモノラルで音を聞けるようにするとか。後は肢体不自由、手の不自由

な人向けにスイッチコントロールなど、いろんなアクセシビリティが毎年進化し

ている状況にあります。では、次のスライドをお願いします。 
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（スライド音声）／♪～生活の中に溶け込んできた iPhone。♪ 

 ここでは、私が普段どんなアプリを使っているのかを紹介しようと思います。

まず、朝は目覚ましで起きる。アラーム機能ですね。そのあとメールのチェッ

ク、Twitterだとか RSS Readerでニュースのチェック。これは通勤中にやってい

るんですけれども。そして、Podcastで情報をキャッチすることです。そのほかに

よく使うアプリとしては、文字認識、あとは地図アプリですとか、音楽アプリで

すとか、ラジコアプリですとかそういったものを使っています。パソコンを結構

使うんですけれども、パソコンと違って iPhoneの場合はポケットに入る端末であ

ると。持ち運びが気軽にできる端末であるので、パソコンよりも身近な製品にな

っていると感じています。では、次のスライドをお願いします。 

 

（スライド音声）／♪～iPhoneによって変えられた価値観 

 ここでは、価値観が変えられたというテーマについてお話しをしたいと思いま

す。いろんな便利なアプリがあるんですけれども、私自身が一番、とても大きく

影響を受けたというのは、いろんな価値観が変えられたということなんです。ま

ず、一つ目はタッチパネルの操作です。もともとタッチパネルの製品というのは

銀行のＡＴＭであるとか券売機であるとか沢山身の回りにありますが、それらは

代替手段を使わないと使えないものでした。ところが、iPhone の場合はアプリジ

ェスチャー、VoiceOver 用のジェスチャーをいろいろ追加してくれていることで使

えるようになった訳です。まさかタッチパネルの製品が使えるとは思っていなか

ったので、これは自分の中の大きな出来事でした。 

 それから初期設定が最初からできること。よく YouTube でもアンパッキング、

製品の開封動画があがっていますけれども、まさに視覚障害の人でも、例えば、

iPhone、アップルウォッチそのほかアップルＴＶなどのアップル製品は箱を開け

てすぐに読み上げ機能をオンにできます。もともと、Windows の大きなハードル

は、スクリーンリーダーをインストールするまでしゃべらないということでし

た。これはかなりストレスだったのです。今では Windows もナレーターの読み上

げ音声で初期設定できるようになっています。これはかなりストレスです。だ

が、この iPhone に関してアップルプロダクトに関しては初期設定ができる。これ

は見えている人にとって当たり前のことだと思うんですけれど、自分にとっては

大きな出来事です。 

 それから、世間で注目されている端末が使えるということも大きいです。その

ほか旅行です。旅行というのもこのスライドの中に一言あげていますけれども、

昔は旅行に出かけるのに、例えば、パソコンを持ち、歩いたりとか、点字でガイ

ドブックを自分で作成して持ち歩くなど、とにかく荷物が多かったと思います。

ところが、こういう小さいポケットに入る端末が出てきてからは身軽に行動でき

る。そんな印象があります。 

 そして、グローバル端末であること。グローバル端末であるというのは、何が

メリットかというと、世界中の視覚障害の人が同じような操作で使っていること

です。これはまた後程、説明したいと思います。 
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 そして、マイクロボランティアという存在もあとで紹介しようと思います。ビ

ーマイアイズというアプリが出た時にマイクロボランティアという言葉が強調さ

れたと思いますが、がっつり点訳とか音訳とか時間をかけて携わるというのでは

なく、短い時間で何か手伝いができますという人が世の中にはいっぱいいること

がわかります。例えば、iPhoneの操作でも見えている人に教えてもらう時に、誰

もが使っている端末ですので、結構、皆さんに教えてもらっている場面があると

思うんですね。そういう人たちもマイクロボランティアに含んでいいのかと思っ

ています。では次。スライドでお願いします。 

 

（スライド音声）／視覚支援ツールとしての役割 

 ここでは、iPhone は視覚支援ツールにもなることを紹介したいと思います。特

にカメラです。カメラの機能を使うことで文字認識もできれば、紙幣の識別もで

きる、色の認識もできる、今までは専用の端末を使っていないとできなかったこ

とが、iPhoneひとつでアプリを切り替えることでできてしまう。特にカメラの存

在というのは大きいです。百聞は一見にしかずという言葉がありますが、よく僕

なんかが使うのはですね。飛行機に乗る時にスーツケースを預ける、降りる時に

何色のスーツケースですかとよく尋ねられるのですが、その時にスーツケースの

写真を撮っていれば、「ああ、これなんです」と目で見てもらえば直ぐに分かる

訳です。 

 そういう単純なことから、最近は、画像認識ができるようになったり、顔認識

ができるようになったり、いろいろ可能性を持っている。このカメラというのは

凄い威力を発揮する。見えてないからこそ、カメラは特に重要だと感じていま

す。はい。では次のスライド、お願いします。 

 

（スライド音声）／コミュニケーションツールとしての役割 

 ここは、iPhone がよいコミュニケーションツールであるという話です。そもそ

も、電話というのはコミュニケーションツールになる訳です。遠くに離れた人た

ちと言葉でやり取りをする、それが次第にファックスへと発展したり、携帯電話

ができてメールでやりとりする、テレビ電話ができるようになるとか、写メール

とかいろいろできるようになりました。iPhoneはもちろんそういうコミュニケー

ションもできるんですけれども、例えば、ここで紹介していますけれどもＵＤト

ーク（ユーディートーク）というアプリを使えば、しゃべった言葉を文字として

認識してくれる。文字に変換している訳です。これは、見えている人と聞こえて

ない人との間のコミュニケーションを円滑にしてくれる、そんな使い方もできる

訳です。翻訳アプリを使えば、外国語をメインにしている人とのやり取りもでき

るわけです。そういった感じでコミュニケーションを円滑にしてくれるツールで

あるというのはすごく感じるようになります。 

 私が最初に一番感動したアプリは、Voice4u（ボイスフォーユー）というアプリ

です。これは、アプリの中に並んでいる絵カード、絵カードと呼ばれていますけ

れども、それをタッチすることで、そこに関連付けられているフレーズを音声で
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再生してくれます。これはどういう人が使うものかというと、例えば発声困難、

発話困難の人が自分の意志を伝える時に使うアプリです。私は昔訪問マッサージ

の仕事をしていた時に、患者さんで脳梗塞の後遺症を持っている人がいらっしゃ

って、右手が不自由で声も出せなかった。例えば、マッサージしていてもその人

が何を求めているか、刺激度がどうとか直接確認できなかった。家族の人もコミ

ュニケーションが取れないため、すごく毎日イライラされている訳です。もしそ

の頃にこの Voice4u というアプリがあればと思います。 

 Voice4u（ボイスフォーユー）というアプリがあれば、直接その人自身の意志を

伝えることができる。タッチパネルの凄さはこういうところにあるのかなと感じ

ました。ではもう一度スライドをめくってもらっていいですか。 

 

（スライド音声）／Voice４u ＡＡＣ アプリの紹介 

 ここでは、動画で紹介しています。次のスライドをお願いします。 

（動画音声）ただ今から Voice４u ＡＡＣ アプリをやってみたいと思います。

この動画は iPhone の画面収録機能で録画しています。まず、アプリを立ち上げる

と、カテゴリ一覧が画面の真中に並んでいます。「もの、はい/いいえ、ひと、き

んきゅう」こういうふうにカテゴリーがあるので、目的のカテゴリーをまず選び

ます。「あいさつ」「一般」「食べ物」「気持ち／行動」。「気持ち／行動」こ

こを覗いてみようと思います。「気持ち／行動」そうするとですね。具体的なフ

レーズが絵カードとして表示される。「動かないでください。うれしい。」「動

かないでください」。VoiceOverオンの場合はここを、目的のフレーズの箇所をダ

ブルタップすると、音声が再生されます。VoiceOverオフの場合だとこの絵カード

をタッチすることで読み上げさせることができます。 

 例えば、「うれしい」「２回目 うれしい」「動かないでください」、こうい

うふうに、タップするだけで自分の意志を伝えることができるわけです。声を出

せない人、障害などで出せない人であったり、出しにくい場面で、こういうアプ

リを使うと自分の意志を相手にしっかり伝えることができるので、有意義なアプ

リではないかと考えています。では画面収録を終わろうと思います。ありがとう

ございました。では、次のスライドをお願いします。 

 

（スライド音声）／♪使い方はどこで学ぶことができるの？ 

 これは大きなテーマだと思います。使い方はどこで学ぶことができますかとい

うことです。私自身が 2009年に iPhone CGSを購入した訳ですけども、その前に

凄くお世話になったのがメーリングリストの存在です。この後登壇されます御薗

さんが開設されましたアップルアクセシビリティ メーリングリストというのが

ありますけれども、そこに、アーリーアダプターの人たち、アーリーアダプター

というのは、新しいものができたら、新しい製品が出てきたら直ぐに飛びつく、

新しいもの好きいの人たちのことです。そういう人たちがいろんな投稿をされて

いた訳です。それで、実際に使っている人がいるのであれば、質問すればいろん

なことを教えてもらえるなと思いました。自分が安心して使えるのかどうか知る
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ためにいろいろ質問させていただきました。アップルだとアップルケアなど、い

ろいろな専門の窓口があると思います。そういうところに聞くよりは、実際に使

っている人に聞いたほうが確実だと思います。そこで安心して使えるというのが

分かったので、購入できました。 

 さて、今はどういうところで学ぶことができるか。昔は、それこそ、ＩＣＴの

パソコンボランティアグループ的なところで学べるようになればいいな、点字図

書館なんかで学べるようになればいいなとは思っていましたが、iPhoneはパソコ

ンと違ってマニアックな端末と思っていたので、なかなかむりだろうなと思って

いました。2011 年ぐらいですかね。Twitter なんかを見ていると例えば、広島大

学の氏間和仁（うじまかずひと）先生なんかは日本各地を行脚されて九州に出掛

けて iPadを教えていますとか、石川県に出掛けていますとか、なんかものすごい

活動をしている人がいるんだな、なんか凄い状況だなと思っていました。一方、

有名な取組として眼科医の三宅琢（みやけたく）先生というのがいらっしゃいま

す。その人の取組というのはアップルストアでアクセシビリティ、視覚障害の人

を対象にした使い方をワークショップで解説された。この実際 iPhoneを売ってい

る大元であるアップルストアでそういうワークショップをするっていうのは、凄

いなと思いました。今までの Windowsパソコンと違う動きなんだろうというのを

感じました。 

 それで、次第に最近 iPhone講習会なんかもされるようになってきました。ドコ

モもサイトワールドでイベントとして取り組んでおられます。そういう感じで次

第に使い方を学べる場所というのは増えてきて、凄くいいことだなと思っていま

す。こういう動きも、これまでの Windows 製品、スクリーンリーダーで使うよう

な製品とは違う特徴があると感じています。皆さん、どこで学んでおられるので

しょうかね。ホントに使っている人に聞くのが一番かなと思います。はい。では

次のスライドをお願いします。 

 

（スライド音声）／世界共通の道具なんです 

 これは先程も話しましたけれども、iPhone はグローバル端末であるということ

です。グローバル端末のメリットは、世界中の人が同じものを使っているという

ことです。世界中の視覚障害者の人も同じものを使えるし、同じ操作で使える。

なので、学び方も共通の方法で学べるということです。これは凄い特徴だと思い

ます。 

 私が、このスライドでも書いていますが、驚いたエピソードがあります。毎

年、ダスキンがアジアの方から障害のある研修生を日本に呼んでいます。正式な

名前は忘れましたけれども、2015年だったと思います。一人は、ソロモン諸島の

方から、一人はモンゴルの方から来られていて、話す機会がありました。そこ

で、何に驚いたか。その二人は、iPhone を持っているのです。凄いなと思いまし

た。日本人でもまだそこまで使う人はいないのに、もう iPhone を使っているんだ

と思い、よくよく話しを聞いてみると、それはダスキンから支給されたと言うの

です。何のために支給されたかというと、連絡手段のために支給されたそうなん
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です。最先端を行っているなと思ったんですけど、更に聞いてみるとその二人は

日本に来るまで iPhone に触ったことはないと言うのです。これ、皆さん、考えて

欲しいですが、日本に来てまず日本語を学ばないといけない訳です。更に、

iPhone、ボタンのない端末を使い慣れないといけないというのです。ダスキンの

判断というのは凄いなと驚きました。 

 これは人のセンスにもよって違うのです。ソロモンの 1 人はかなり使い慣れて

いて、乗換案内アプリも自分でダウンロードしてインストールして使っていま

す。ただ、基本的には結構分かってない部分もあったりして、私が紹介したこと

もあるんです。そういうように、そのダスキンのプログラムというのは視覚障害

だけじゃなくて、聴覚障害の人であったり、肢体不自由の人もいる訳です。そし

て、いろんな国から来ているのです。そんな時にグローバル端末である、多言語

対応できる端末、そしてユニバーサル、いろんな障害の人が使えるというのは、

凄く都合の良い端末だった訳です。たぶん、凄くストレスあったと思います。時

間がないので、スライドを１枚、２枚と飛ばしてもらっていいですか。 

 

（スライド音声）／英語で配信されている Podcast 

 ここでは、Podcast の紹介をしたいと思います。特定の Podcast を紹介したい訳

ではなく、情報を発信する手段として Podcast というのが広く使われていること

を紹介したいのです。例えば、英語で「アクセシビリティ ブラインド」という

キーワードで検索すると沢山でてきます。最近私が聞いている Podcast、Blind 

Abilities（ブラインドアビリティ）とういのがあるんですけれど、最新のエピソ

ードではアップルのアクセシビリティチームのサラさんという方が、ゲストに出

ています。機会があれば聞いていただきたいと思います。今回その方からボイス

メッセージをいただいたので、どんな声なのか聞いていただこうと思います。次

のスライドお願いします。 

 

英語のメッセージ／ 

Willing to big shout out to all of you in Hiroshima, Japan. My name is Jeff 

Thompson and I run a podcast called blind abilities that’s two words, blind and 

abilities. I wish all of you the best of accessibility, inclusiveness and usability of the 

products and services made available to everyone and especially accessible to all. 

So, keep up the good fight for accessibility and all of you have a wonderful 

webinar. 

日本語訳：全盲と能力という２つの言葉からなる、Blind Abilities を運営してい

るジェフ・トンプソンです。広島や日本のみなさまに挨拶をしたい。製品やサー

ビスを皆んなが利用できる、特に、すべての人がアクセスできるような、最高の

アクセシビリティやインクルーシブネス（障害者も障害のない人も使えるこ

と？）、ユーザビリティをみなさまが確保することを祈ります。アクセシビリテ

ィ確保の活動を続けましょう。みなさまにとって素晴らしいウェビナーになりま

すように。 



 10 

 次のスライドお願いします。 

 

（スライド音声）／日本語で配信されている Podcast番組。画面には４つの番組

の名前が表示されています。 

 日本語の Podcast を４つ紹介します。数が少ないですね。海外では沢山配信さ

れているんだけれど、沢山番組が存在するんだけれども日本では少ない。後でも

紹介しようと思いますが、情報提供という意味で日本語環境ではまだまだ少ない

のかなぁと思います。そういうことを伝えたくてこのスライドをつくりました。

では、次のスライドをお願いします。 

 

（スライド音声）／（電話着信音）時を戻そう、iPodから iPhone へ 

 ここでは、iPod から iPhoneへという昔話をしたかったんです。簡単にいうと、

もともと iPodというのが 2000年、2001 年に登場しました。これは見えないと使

えない端末だったんです。iTunesというソフトを利用して、音楽を iPodにコピー

するということだったんですけども、この iTunesも使えなかった製品です。とこ

ろが、National Federation of the Blind（NFB）が裁判に訴えたんです。そし

て、アップルは、NFB と和解して、アクセシビリティに取り組むことになりまし

た。それで今に至っているということです。はい。では次のスライド。 

 

（スライド音声）／「見えなくても使える iPhone」その由来 

 私がやっているブログは「見えなくても使える iPhone」と言うのですが、折角

なので、この由来を紹介したいと思っています。もともと iPhone を使い始めて、

これは凄い端末だなと思ったんですが、私が危惧したのは日本人で使う人がいな

いとアップルが多分開発に力を入れないんじゃないかと思ったんです。例えば、

音声ガイドのついた家電製品は、今まであったんですけれども、販売停止、販売

中止、製造中止とかそんな感じで消えていった訳です。iPhone もそうなったら困

るなあと思い、なんとかユーザーが増えて欲しいと思って、周りの人にデモしま

すよと声をかけたのですが、誰も興味がない。そんな感じで関心を持つ人は多く

ありませんでした。 

 あるとき、日本ライトハウス情報文化センターのエンジョイブックサロンとい

うところに、私はよく出入りしていたんです。なんで出入りしていたかという

と、点字雑誌が読み放題だった。私は一人のユーザーだったので、点字雑誌を読

みに行っていたんですが、ある時そこのスタッフの岡田弥(あまね)さんという方

が「今度、岐阜で講習会やるんだけれど、iPhoneの話をしてくれないか」と、ど

この馬の骨とも分からない人間に対して声をかけていただいたんで、岐阜の講習

会で話すことになりました。その後、同じ年 2012年だったんですけれども、日本

ライトハウス展というところで話をする機会がありました。そこで作った資料を

このまま消すのは勿体ないというので、今のブログの前身みたいな感じで、ジェ

スチャーの解説書を作りました。今のところ 11人の人からは参考になりましたと
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言ってもらっているので、まぁよかったかなと思っています。はい。では次のス

ライドお願いします。 

 

（スライド音声）／2009年以降に生まれてきたサービス 

 ちょっと時間がないので、このスライドで最後にしようと思いますが、2009年

以降に生まれてきたサービスです。2009 年ってもう 11年前です。皆さんは何をさ

れていたでしょうね。iPhoneが登場したことで社会の流れも変わってきたと思う

んですよね。最近だとＱＲコード決済だとか、マイナンバーカードの利用とか、

いろいろありますが、スマートフォンありきのサービスだと思うんですよ。 

 ここを振り返ってみると、2010年３月にはラジコというサービスが開始されま

した。その後、らじるらじるは 2011年。同じ 2011年には LINEが始まります。そ

の後、スマートスピーカーが 2014年アメリカでアマゾンのエコーというのが出て

きます。日本に来たのは 2017年です。 

 そんな感じで、世の中スマートフォンありきのサービスが増えて来ているとい

う印象になります。じゃぁスマートフォンを使っている人は凄く便利な世の中に

なってきている。ところがスマートフォンを使っていない人たちにとっては、か

なり不便な世の中なんじゃないかと思うわけです。この辺が良くいうデジタルデ

バイドということにも繋がると思うんですけれども、視覚障害は特に情報障害と

言われていますけれど、このスマートフォンを使う、使わないでかなり生活の質

が変わるのかもしれないと思います。だだ、スマートフォンありきで、こういう

サービスが生まれてくるというのはいかがなものかと思う訳です。これがこれか

らの大きな課題になると思っています。 

 iPhone を使っていると、多くのアプリを利用することが多いと思います。

VoiceOver で使えるアプリもあれば、まったく使えないもの、もうちょっと工夫し

てくれていれば使えそうなもの。皆さん、いろんなアプリを試しておられるのでは

ないでしょうか?アプリの開発者によっては見えない人たちの声を聞き、VoiceOver

で使えるように改善してくれる人たちも増えてきています。そういう人たちのアプ

リはぜひ情報共有して、多くの視覚障害ユーザに使ってもらって、応援していきた

いと考えています。 

 iPhone はコミュニケーションの幅を広げてくれているとお話しましたが、ユー

ザとアプリ開発者とがコミュニケーションを取ることも大事なことだと考えてい

ます。まだまだ見えない人が iPhone を使っていることを知らない開発者は多いの

ではないかと思うんですよね。なので、アプリを使ってみての感想、使いにくいと

いう話だけでなく、便利に活用できているという話なども報告すると歓迎されるこ

とでしょう。もし改善リクエストをする時は、どの部分が使いにくいとか、こうい

う工夫をすれば使えそうですなど、具体的にフィードバックすれば伝わりやすいと

思います。 

 外国語のアプリの場合、有志の人たちにより日本語ローカライズされたアプリも

いくつかあります。ユーザもアプリの開発に協力できるってことなんですよね。 
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 これからスマートフォンありきのサービスが増えてくるとなると、もし

VoiceOver で使えないアプリであれば、社会のトレンドに乗り遅れてしまうことに

なります。視覚障害ユーザが増えて、ユーザが声を挙げていくことはますます大切

であると考えます。 

 では、ちょっと早口になりましたけれども、私の時間は終わりにしたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

栗川／ 

はい。ありがとうございました。早くから手を挙げておられるフナダさん、ご意

見、ご質問をお願いします。 

 

フナダ／フナダです。 

 

栗川／ 

ミュート解除をお願いします。接続が切れました。はい。それでは、ほかに一つ

質問をいただきたいと思います。どうでしょうか。皆さまも、品川さんのブログ

を読んだり、アプリの取扱いについて、いろいろ参考にされた方も多いかと思う

んですが、お一人どうでしょうか。はい。わかりました。無いようですので、ま

たディスカッションの時でも、ご質問、ご意見をお願いします。それでは次に進

みたいと思います。 
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(2) 御園 政光（慶應義塾大学・NVDA ヘルプデスク） 

「画面読み上げソフトの将来に期待すること」 

 

栗川（司会）/（プロフィールの紹介） 

 次は、御薗様お願いします。御薗さんのプロフィールを紹介させていただきたい

と思います。 

 御薗様は、千葉県を拠点に視覚障害者向けパソコンやスマホ講座の運営、また、

講師をされております。そして、点字毎日で iPhone の使い方の紹介もされており

ます。一方、慶応義塾大学ではやスクリーンリーダーや視覚障害者に便利なアプリ

の研究開発に従事されています。それでは、御薗様お願いします。演題は「画面読

み上げソフトの将来に期待すること」です。 

 

御薗／ 

 会場の準備の方ありがとうございます。いろいろとオンライン環境で大変だと思

いますが、話をしていこうと思います。 

会場のネット関係が若干不安定になっています。発表時間の割り当てがあるため、

こちらで念のためタイマーを今から 25分に設定しておきます。アレクサ。22分タ

イマー。（アレクサ／22分のタイマーを開始します。） 

今スライドがでていて、このスライドの内容は全て私の方でお話します。それから

事前の資料がきっと配布されていると思うので、スライドの内容はそれとほとんど

同等の内容となります。 

 タイトル「画面読み上げソフトの将来に期待すること」という大きな風呂敷を広

げておりまして、発表者は御薗政光（みそのまさみつ）と申します。 

次のスライドをお願いします。 

 

（スライド２ページ 本日の内容） 

本日の内容なんです。 

１番「画面読み上げソフトとは何か」 

２番「スクリーンリーダーに求められる機能」 

３番「OSごとの対応状況」 

４番「画面読み上げソフトの課題」 

５番「画面読み上げソフトの将来」 

というふうになっています。 

前半の方は初心者、素人の方でも聞いて解るように考えています。後半に入るにつ

れてより技術的な話になるので、ちょっと難しくなるかもしれません。 

今日は、今人数をみると２２０名前後の方が参加されているようですが、基本的に

できるだけ多くの方がわかるような内容で進めたいと思います。 

では次のスライドをお願いします。 
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（スライド２ページ 画面読み上げソフトとは何か（読み上げと点字)） 

 画面読み上げソフトとは何かということでご説明します。 

今日参加されている方は、視覚障害当事者やその支援に携わっている方が大勢いる

と思うので、基本的なことは押さえていると思ってはいます。基本的にはスクリー

ンリーダー、要は画面読み上げソフトです。なぜか、いつの間にか業界用語ではス

クリーンリーダーと呼ぶようになっているんですけれども、どちらでもいいと思い

ます。通常はスクリーンリーダーと呼ばれていると思いますが、これは目が見えな

い、見えにくい人のパソコンやスマートフォンの利用を行えるようにするためのソ

フトウェアの総称です。つまり、画面情報を合成音声や点字に変換して読み上げた

り、点字で読み、表示したりという機能を持っています。画面の内容を読んだり、

入力した文字を読み上げたりという作りになっています。ほとんどの場合、視覚障

害者が使用するソフトウェアというふうになっています。 

 次のスライドをお願いします。 

 

（スライド３ページ 画面読み上げソフトとは何か(キーボードやタッチによるナ

ビゲーション)) 

 画面読み上げソフトとは何か、キーボードやタッチによるナビゲーションという

ことについてご説明します。 

まずは、スクリーンリーダーを利用して画面にアクセスする場合を考えてみましょ

う。キーボードで操作したり、画面の上を触れることによって操作できるようにな

っています。そもそも、目が見えない場合にはパソコンのような場合、マウスが使

えないので必然的に別の方法となるわけです。そういった時に使用する入力デバイ

ス、入力装置としては、キーボードがあります。キーボードの Tab キーとか Windows

キーそれから Alt キー、Ctrlキーといったキーを組み合わせることで、パソコンの

操作ができるようになっている訳です。例えば、Windows 環境でいうと Tab キーを

押すと画面の項目を次々に選択できるようになっていたりとか、Alt キーを押すと

メニューが開いたりとか閉じたりといったことができるようになっています。 

 それから、ショートカットと呼ばれるものもあります。これは例えば、Ctrlキー

を押しながらＣを押すとコピーができたり、Ctrl キーを押しながらＶを押すと貼

り付けができたり、Windowsキーを押しながらＸというキーを押すと Windows10で

すと、そこからシャットダウンというのが選べたりします。いろいろなショートカ

ットやキーが用意されていて、そのキーを覚えて、組み合わせを更に覚えることで

画面情報を読み上げさせながら見えなくても操作できるようになっています。 

 一方でタッチ操作については、先程品川さんからお話がありましたが、iPhone の

ようなスマートフォン、これはスクリーンリーダー、VoiceOver という読み上げ機

能を有効にすることで指の下にある画面上の指で触れたところを読み上げるよう

になっています。なので、見えなくとも操作できるような工夫がされています。 

因みに、スクリーンリーダーはキーボードで操作する時もタッチで操作する時も読

み上げの他にも、サウンド、音でも状況を知らせるようになっている工夫がありま

す。 
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次のスライドをお願いします。 

 

（スライド４ページ 画面読み上げソフトとは何か(いろいろなスクリーンリーダ

ー) 

 画面読み上げソフトとは何かということで、今度は色々なスクリーンリーダーの

機能についてご説明します。 

先程からお話しているように、スクリーンリーダーの主な役目についてです。まず

は、画面内容を読み上げることに加えて、キーボードや画面にタッチした時など、

入力される情報を読み上げます。または点字で出力します。 

例えば「Ａ」と入れれば「エー」と読む。「あ」と入れれば「あ」と読むといった

ことです。または、タッチの時には iPhone のホーム画面と呼ばれる画面から「メ

ール」というアイコンを触れると「メール」と読み上げたりもします。 

 次に画面の状態が変化した時、状態の変化を伝えるという役目です。これは、例

えば「画面が開きました」とか「画面が閉じました」とかまたは「メニューが開き

ました」とか「メニューが閉じました」というようなことです。 

次に、これらの機能、役目は、例えば Windows という OS で考えると、いくつか今

スクリーンリーダーが発売されていたり、提供されています。そういったスクリー

ンリーダーのメーカーや配布元によってちょっとずつこのような状態の変化や入

力した時のフィードバック、つまり読み上げ方が異なります。または、音声の音色

とかも違うケースもあります。更に、対応しているアプリケーションの違いも異な

るケースがあり、差別化を図っています。 

次のスライドをお願いします。 

 

（スライド５ページ 主な日本語対応スクリーンリーダー) 

 日本語対応のスクリーンリーダーについてご説明します。 

まず、今日参加の方がよくご存じの PC トーカーというのがあります。高知システ

ム開発で発売されています。 

 次に NVDA 日本語版。こちらが今、今日登壇されている辻さんも副代表をされて

いますが、無料のスクリーンリーダーとして知られているものです。それから JAWS

（ジョーズ）日本語版、それからナレーター、それからOSは変わりますが、VoiceOver。

それから Android の TalkBack です。はい。このようなものが概ね日本語の環境に

対応しているスクリーンリーダーです。 

 これらスクリーンリーダーは、日本語に対応しているという部分も大きいです。

海外ですと日本語に対応していないものが他にもあると思います。 

では、次のスライドをお願いします。 

 

（スライド６ページ スクリーンリーダーに求められる機能(1-4)) 

 スクリーンリーダーに求められる機能についてご説明します。ここからちょっと

難しくなります。 
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先程の補足なんですけども、スクリーンリーダーで音声以外に点字にも対応してい

るという話をしました。 

この点字ですけれども、点字については点字ディスプレイという機器を別途用意し

て、パソコンやスマートフォン、iPhone などと繋げて使えるようになっています。

タイムリーな話ですと、今年の 9 月に iPhone の iOS14 が配布され始めました。点

字の日本語の対応については iOS14から、日本語点字固有の分かち書きに一応対応

できるようになりました。これも私とかいろいろと関わってくださっている協力者

のお蔭で、少しずつ進んでいます。 

 話しが戻りますが、スクリーンリーダーに求められる機能ということで、ここか

らは、そもそもどんな機能が必要だったかをお復習いしておきましょう。是非皆さ

んにも知っておいてもらって、ああこんな課題があるんだなあということを理解・

認識していただけるとありがたいと思っています。 

 まず 1 番。文字情報。文字情報というのはキーボードから入力された文字です。

それから、画面に表示された文字も含めて読み上げること。当然文字を入力すれば

先程「あ」といれれば「あ」と。また画面に「こんにちは」とかかれていれば「こ

んにちは」と読むということ。 

ごく当たり前ですけれども、そういう仕組みがスクリーンリーダーにまずは必要で

す。 

 次に、2番。画像情報です。これは画面に表示された画像の説明をすること。 

今、よくある話しではウェブアクセシビリティです。そのページの読みやすさの件

なんですけれども、ホームぺージには沢山の画像が表示されていて、その画像が見

えない人には全くわかりません。そういった時に、画像をこういう画像ですよとい

う説明、代替テキストといいますけれども、説明してくれることです。スマホをや

パソコンでフェイスブックなどを開くと、今 AI によって音声化されるようになっ

てきています。誰々さんが映ってますとか、自然のなんたらが映ってますみたいな

せつめいです。スクリーンリーダーとして必要な機能ですが、スクリーンリーダー

本体で備わっているケースもあるだろうし、そういうサービスとして提供されてい

るケースもあります。 

 3 番。文字や画像の書式情報です。またはフォントの書式情報とか、あと画像の

レイアウト情報の説明すること。 

これは先程の書かれている文字が、例えば、ゴジックですよとか、サイズは 10.5ポ

イントですよとか、そういった情報です。 

文字情報だけで十分なんでしょうけども、パソコンやスマホを使う上では、特にビ

ジネス用途では、フォント情報といった書式情報は非常に重要です。なぜかという

と、私たちは見えない、けれども基本的には見える人に文章を書くことが多いから

です。見える人に向けてはそういったフォント情報を付け加えることでより読みや

すくなったりする訳です。なので、そういったフォント情報、書式情報とか、画面

のレイアウト情報というものが必要になります。 

 4番。文字や画像の配置情報。これは段落、Wordでいうところの段落です。 
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右寄せ、左寄せとか両端揃え、ここは表題のスタイルですとか、そういった情報を

きちんと拾ってスクリーンリーダーは読む必要があります。同じように主にビジネ

ス用途で、仕事では必須の機能です。あとは例えば、A４の１ページの中のどの位

置にその文字があるかとか、または、画像が表示されているか、グラフが表示され

ているかといった情報もよりあれば、便利になると思います。ここまでの機能につ

いては、今説明したこの４番です。4 番の機能については、スクリーンリーダーに

よって様々です。 

では次のスライドをお願いします。 

 

（スライド７ページ スクリーンリーダーに求められる機能(5-8)) 

 残り 5番から 8 番についてご説明します。 

まず 5 番。カーソルやポインタの選択状態です。カーソルやポインタの選択状態、

フォーカス、現在カーソルやポインタがどの文字を選択しているか、あるいは選択

解除されているかを説明することです。選択されていることと、選択解除という情

報も必要です。 

みなさんが、例えば、パソコンで文字を範囲選択する時、Shift キーを使いながら

矢印キーで選択したり、あとはファイルの時も Shiftキーを使いながら選択してい

ると思います。普段何気なく使っているかも知れませんが、ほぼどのスクリーンリ

ーダーも、Shift キーを押しながらその矢印キーの操作をすると選択状態を読み上

げているはずです。なので、耳で聞いてどこが今範囲選択になっているかが解るよ

うになっています。 

一方でファイル選択については、読み上げるケースと読み上げないケースがあるよ

うに思います。選択されているという情報と選択が解除された時の情報、両方が必

要だということです。 

 次 6番。選択した項目の属性、選択した項目が矢印キーで選択できるかそれとも

直接入力の必要な項目か、または特別な操作が必要か、あるいは操作できない項目

か説明すること。 

まずは、選択できるけれども無効になっている場合、PC トーカーでいうと例えばメ

ニューです。範囲選択してない時に、メモ帳の編集のなかのコピーで低い声で読み

上げます。NVDAですと、使用不能と読み上げます。そういったような情報をきちん

と読み上げる必要があります。無効の状態と有効な状態。 

インターネットの場合ですと、ホームページ、今回のフォーラムの申し込みぺージ

もそうです。そこが名前を入力できるのか、それとも例えば、生年月日を選択する

場合などがあります。それが選択出来るのか、入力出来るのかという情報が必要で

す。スクリーンリーダーではそれをきちんと適切にユーザー、使っている人に音声

や点字でフィードバックする必要があります。 

 7 番。選択した項目の有効と無効。選択した項目が、有効と無効といった情報が

適切に提供されている必要があること。特にウェブページだと最近これがわかりに

くいです。 
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先ほど、フォーラムの前に、用事であるオンラインストレージサービスのウェブペ

ージを開いたんですけれども、全然読み上げなくて、全然わかんなくて、しかも、

ファイルを削除しないとアカウントをブロックしますとか、どうしようもなくなっ

て、一旦、アカウントを解除するしかないかなという状況なんです。そういったこ

ともスクリーンリーダーできちっと拾えたらいいのになあと思っているところで

す。 

 このような状況まで踏み込んで読み上げられるかどうかというのは、スクリーン

リーダーだけで達成できる場合と、ホームページ、ウェブサイトで提供しているサ

ービスがきちんとスクリーンリーダーに対応してくれているかどうかも重要な要

素です。ウェブアクセシビリティという話しなんだと思います。 

 8 番。画面表示や遷移状況。現在のどの画面を開いているか、画面がどこに遷移

したか、状態がどのように変化したかの説明をすること。 

パソコンの Windows 環境だったら、今開いている画面がメモ帳ですよ、ワードです

よといった情報をきちんと読み上げる必要があります。PC トーカーですと Alt・

Ctrlを押しながら１や２などの操作のことです。 

次のスライドお願いします。 

 

（スライド８ページ OSごとの対応状況) 

これは、OSごとの対応状況ということでご説明します。 

PCトーカーと NVDA と JAWSというソフトウェアがあります。それから、Windows環

境では最初から入っているスクリーンリーダーとしてナレーターかあります。ナレ

ーターについては、この PCトーカーや NVDA・JAWSといった別に入れる必要のある

スクリーンリーダーと同等の機能を一応持っているということを説明したかった

訳です。これが Windows 環境です。 

 ２番が Mac環境です。Macについては、別売りの入れられるスクリーンリーダー

は、ちょっと語弊があるかも知れませんが、無いといっても過言ではありません。

なので、Mac 環境については VoiceOver オンリーということになると思います。特

に Macの VoiceOver 環境については、基本的に Windowsで操作するスクリーンリー

ダーとは全く感覚が違うんです。Windows の場合は、画面の状況を知らなくても、

取り敢えず Tabキーで操作できますが、Mac は画面のレイアウトをきちんと理解で

きないといくらスクリーンリーダーが読み上げたとしても操作しにくいです。実は

私は、仕事以外では Mac環境で、このようなイメージを持っています。 

 それから iOSです。iPhoneに入っているプログラムを iOS といいますけれども、

これも Macと同じで VoiceOverのみ。 

 それから Android の TalkBackというものもありますが、今、標準で TalkBackと

いうのがありますけれども、やっぱり日本語の対応が不十分なので、ベンダーさん

の提供している別売りのものを別途入手する必要があります。 

次のスライドをお願いします。 
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（スライド９ページ 画面読み上げソフトの課題) 

 画面読み上げソフトの課題についてご説明します。 

日本語の課題というのが一番我々日本人、日本語圏の人が使う上では大きな課題で

す。OS に組み込まれたスクリーンリーダーについて日本語の読み上げが不十分で

あると書かせていただいていますが、PC トーカー、NVDA、JAWS といったものはほ

ぼきちんと日本語対応ができています。 

 これが Macの VoiceOverになると、通常、漢字変換する時は、文字をいれたらス

ペースキーを押すと思うんですけど、押した時の瞬間は読み上げないです。漢字の

説明をする必要があるわけですけども、そういったものが適切に読み上げできてい

ません。これは Windows に標準に入っているスクリーンリーダーのナレーターも同

じです。 

 なので、我々日本語圏の人が使うには日本語対応をきちんと進めなければなりま

せん。私がここ 10 年ぐらいやっていることは、殆どそんなことなんです。アップ

ルさんと掛け合ったりとかして、iPhone がきちんと漢字の説明を読み上げるよう

にしていただいたりとか、あとは、Mac ですけども、英語圏の人って、漢字の説明

なんて言っても分かる人は一人もいないので、漢字というものがあってね、みたい

な話しから始まるんでほんとに大変。それが１日２日で理解してくもらえばいいん

ですが、やっぱり年単位で工夫が必要です。なので、Macとか Windows環境または、

iOS は何故かきちんとある程度できていますけれども、そういった標準の OS の標

準のスクリーンリーダー環境で日本語がきちんと扱えることが一番大事だと思い

ます。 

次のスライドをお願いします。 

 

（スライド 10ページ 画面読み上げソフトの将来) 

 最後のスライド、画面読み上げソフトの将来ということなんですけれども、そう

いった標準のスクリーンリーダー、標準に組み込まれたスクリーンリーダーでやは

り日本語が適切に扱えることが私個人としては一番重要だと思っています。できる

だけ低コストで、追加のセットアップなしで使用できるような環境作りが望ましい

です。Windows ではナレーターや無料で配布されている NVDA、Mac では VoiceOver

といったとことです。 

 日本語点字の表示も正しく表示できるようになることが大切です。これは最初の

方でお話した、iOS14 で良くなってきています。分かち書きを含めた、より正しい

表示が Windows 環境でも Mac 環境でもできるようになることが大事だと思ってい

ます。 

ぜひ、皆さんもいろんなメーカーさんにフィードバックして一緒に協力してやって

いけたらと思っています。 

ご清聴ありがとうございました。以上です。 
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栗川／ 

 はい。ありがとうございました。ご質問、ご意見ございましたらどうぞお願いい

たします。質問がないようですが、この後のディスカッションでも質問はお受けい

たします。次に進みます。 
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(3) 辻 勝利（日本視覚障害者 ICT ネットワーク: JBICT.Net） 

演題：「JBICT.Net のアクセシビリティー向上の取り組み」 

 

栗川／（プロフィール紹介） 

 それでは辻様を紹介させていただきます。辻様は、日本視覚障害者ＩＣＴネット

ワークの設立準備メンバーとして立ち上げられました。また、ＮＶＤＡ（エヌブイ

ディーエー）日本語チーム副代表としてもご活躍されています。そして、スクリー

ンリーダーを始めとしたソフトウェアのローカライズを手がけるほか、ゲームなど

のエンターティメントのアクセシビリティ向上にも関心を持っておられます。それ

では辻様よろしくお願いいたします。演題は「JBICT.Net（ジェイビック・ネット）

のアクセシビリティ向上の取り組み」です。 

 

辻／ 

はい。ありがとうございます。ただ今ご紹介いただきました、「日本視覚障害者 ICT

ネットワーク: JBICT.Net（ジェイビ－アイシ－ティ・ネット）」の辻勝利と申しま

す。よろしくお願いします。 

 私たちは、日本視覚障害者 ICT ネットワーク、名前を聞いたことがない方も沢

山いらっしゃると思うのですけれども、実はまだ設立準備中の団体なんです。もう

10 年くらいずっと設立準備を続けているんですけれども、今やっと、10 年目にし

て団体を登記する準備が急ピッチで進められております。正式に団体を発足するま

でにはもう少し時間がかかる状況だと思っています。 

 

（団体の概要） 

 私たちがどんな活動をしているかということですけれども、ます、私たち日本視

覚障害者 ICTネットワークは、視覚障害者の情報通信技術、いわゆるＩＣＴの利用

環境の向上を目指して活動している団体です。はい、現在設立準備メンバー6 人お

りまして、名前だけ簡単に紹介しますと、ロービジョンのユーザーの伊敷政英（い

しき まさひで）さん、そして、小川敏一（おがわ としかず）さん、それから、

高橋倫花（たかはし ともか）さん、そして高橋玲子（たかはし れいこ）さん、

中根正文（なかねま さふみ）さんと、私、辻勝利（つじ かつとし）が設立準備

を行っております。 

 どういうことに注目しているかと申しますと、例えば、パソコンや携帯電話を使

用した場合のウェブサイトのアクセシビリティーの向上ですとか、ＩＣＴを活用し

ている家電製品や家電製品などのハードウェアのアクセシビリティーの向上、様々

なハードウェアの上で動作するソフトウェアのアクセシビリティーの向上などを

目指して活動しています。 

 視覚障害者の使い勝手を考慮してそれらの技術が開発されているかというとこ

ろですとか、視覚障害者自身がＩＣＴを十分に利活用できるかというところに着目

しながら活動している団体です。 
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（これまでの活動） 

 これまでにどんな活動を行ってきたかというのを簡単にご紹介しようと思いま

す。まず、Podcast を使って情報発信をしています。Podcast のコンテンツ、実は

現在までに６本くらい公開しているんですけれども、実は今日の登壇に間に合えば

よかったんですけど、今新しいコンテンツを１本準備していまして、その公開に向

けて動いているところです。Podcast を使ってこの６人のメンバーがいろんなお話

しをさせいただいたりしております。 

 それからこちらのほうはもしかしたら、耳馴染みのある方もいらっしゃるかと思

うんですけれども、毎年開催されている、今年は残念ながら中止になってしまった

んですけれども、サイトワールドという東京で開催されているイベントがありまし

て、こちらにお邪魔して主にＩＣＴに関する出展をしていらっしゃる企業さんとか、

団体さんにインタビューをして、その模様を公開するというような活動をしており

ます。 

 それから視覚障害者のＩＣＴ利活用に関連のありそうな情報をニュースクリッ

プとて発信しております。そして、製品やサービスに関する使い勝手とかをまとめ

たレポートを発信したりしております。 

 

（今後の活動） 

 今後どういう活動をしていきたいかといいますと、これまでどちらかというと、

情報を私たちの側から発信することが中心の活動をやってきたんですけれども、こ

れからはもう少しオンラインで皆さんと一緒に情報を共有したり、または問題点と

かを話し合ったりできるフォーラムみたいなものを実施していけたらいいなと思

っております。 

 それから、既存製品の改善を目指した要望書の取りまとめ。これは結構、いろん

な問題、例えば新しく買ったこれが使いづらくて困っているんだよみたいなこと、

ＩＣＴに関する機器でもいろんな問題を皆さんお持ちかなと思うんですけれども、

そういった問題を取りまとめて情報発信をする、そういうこともやっていきたいと

思っております。 

 それからＩＣＴを利活用できる人材の育成です。これは、やっていきたい分野の

大きなポイントの一つでして、視覚障害者の方でＩＣＴを使って例えば、就労して

いらっしゃる方とか、これから就労しようと考えていらっしゃる方とか様々な方が

いらっしゃると思うんですけれども、そういった方をもっと増やしていきたいとい

うのが一つ大きな目的としてあります。 

 そして、教育のためのガイドラインの作成。これは、視覚障害者がこういったＩ

ＣＴの関連技術をちゃんと利用できるように、例えば、生活の中とか、仕事の場面

でちゃんと利用できるようにするためには、どういった教育が必要なのかについて

指針を纏めていきたいなと考えております。 
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（私たちが考える課題） 

 私たちが考えている課題をいくつかお話していきますけれども、まず先程から少

しお話している視覚障害者の就労とか、就学に関する支援を行うこと。就労や就学

をする視覚障害者に対する主にＩＣＴ面での情報提供というのうしっかりやって

いきたいなと思っております。就労先や就学先のＩＣＴ環境、これ、様々な仕事を

していく場面でも社内システムがいろいろありますけれども、例えばタイムカード

一つ打つだけでもいろんな機器やサービスを使っていたりするんですけれども、給

与明細の確認とか、そういった就労環境などでのＩＣＴ環境の分析と改善案の提案

をやっていきたいなと考えております。 

 そして視覚障害者が直面している課題やニーズの発掘ということで、これも既存

機器やサービスを利用する時に問題となっていることを、問題点をしっかり分析し

て改善に繋げていきたいと思っています。 

 はい。それから、アクセシビリティー改善のための提案活動ということで、機器

やサービスに問題があるのか、若しくは、それらを利用するために視覚障害者自身

が使っている支援技術、例えばスクリーンリーダーに問題があるのか、そういった

技術の側に問題があるのか、または、利用者自身がもっとＩＣＴの利用スキルを高

めることでこういった機器やサービスなどがちゃんと利用できるのかといった問

題の切り分けは非常に重要なポイントだと思っていまして、こういった問題を切り

分けることで問題を解決していくための提案ができたらいいなと考えております。 

 課題解決に必要な啓発活動ですね。例えば、これは問題解決のための資料の公開

とか、利用者向けのトレーニングの実施などを考えております。これ例えば、こう

いうソフトウェアを使いたいんだけれどって時にオンライン上に資料があったり

とか、後は、オンライン上でトレーニングが受けられたりすると、もしかしたら、

問題が早く解決できるかもしれないというところもありまして、こういった活動を

やっていきたいなと考えております。 

 それから行政やサービスなどの提供者への働きかけとういのもやっていきたい

と考えております。視覚障害者が製品やサービスを利用する際の問題点について、

サービスを提供している側の人たちにもしっかり情報を発信していかなければい

けないなと考えております。 

 製品などの評価。視覚障害者がその製品をちゃんと利用できるのかといった問題

も客観的に評価する。先程、こういう評価をするときに問題の切り分けが大事だよ

というお話をしたんですけれども、これが、客観的に評価するということは、例え

ば提供されている技術に問題があるのか、それとも、それを使用するためのスクリ

ーンリーダー側で何か対応しなければいけないことなのか、それともユーザー側が

ちょっと頑張って支援技術、スクリーンリーダーなどの使い方をマスターすれば問

題が解決できるものなのかといった切り分けをしっかりして、情報を発信していけ

たらいいなと思っております。 

 はい。そして情報利用環境における点字利用の促進。これも非常に重要な課題だ

と思っておりまして、最近では、スクリーンリーダーを使って音声で画面を読み上

げるという環境で使っている方、沢山いらっしゃると思うんですけれども、加えま
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して、やはり私たちが大切にしている点字ですね。私たちが、唯一いうか、視覚障

害者がよく利用している点字をこういう支援技術の環境でもちゃんと利用できる

ような取組というのは続けていきたいなと考えております。 

 はい。そして製品評価のための人材の提供ですね。これは、「こういった製品を

開発しているんだけど、誰か例えば、実際のユーザーの方にテストしてもらえない

かなあ」というようなお話しとか、開発側からいただくことも時々あるんですけれ

ども、こういう製品を開発する側の人たちと、それを実際に利用するであろう視覚

障害者の人たちとの間のマッチングっていうのをとってですね。こういう製品がよ

り使いやすい形で世の中に出て行くように、ユーザーテストなどをちゃんと実施で

きるような取組もしていきたいと思っております。 

 はい。そして開発者向けの情報の提供なんですけども、これはですね。例えば、

開発者が使用するプログラミング言語に関する情報の発信ですとか、後は、プログ

ラムを書く方々、特にエディタというのを使ってプログラムを作っていかれる方が

多いと思うんですけれども、そういったエディタなどの利用環境、プログラミング

言語の利用環境に関する情報の提供などもしていけたらいいなと考えております。 

 はい。そしてアクセシビリティー分野での人材育成。ＩＣＴを活用した機器やサ

ービスの開発者の育成。そしてスクリーンリーダーなどの支援技術の利用に精通し

た利用者の育成などを考えております。そして視覚障害者のＩＣＴ教育ですね。こ

ちら、先程視覚障害者がしっかり生活の中や仕事の中でＩＣＴの技術を利用してい

くためには、きちんとした教育ができるところ、教育ができる環境が必要だという

話しをしたんですけれども、そういったところにもしっかり取り組んでいけたらい

いなと考えております。 

 はい。駆け足で私たち日本視覚障害者 ICT ネットワークの活動として今後取り組

みたいことを紹介してきたんですけれども、問い合わせ先としまして、日本視覚障

害者 ICTネットワーク、ウェブサイトがジェィビ－アイシ－ティ・ドットエヌイ－

ティ（JBICT.NET）、こちらが私たちのホームページのアドレスになります。 

 そして私、辻への問い合わせは、tsuji@jbict.net ティエスユ－ジェイアイ＠

ジェイビ－アイシ－ティドットエヌイ－ティ までお願いします。皆さんと一緒に

今後ＩＣＴの利活用に関する取組を加速していけたらいいなと思っております。 

私の話しは以上になります。ご視聴ありがとうございます。 

 

栗川／ 

 はい。ありがとうございました。辻さんが考えておられる課題、沢山あげていた

だきましたが、みんなごもっともな課題でございます。それで、お一人、どなたか

ご質問いただきたいと思います。手があがったので、能戸さん、今切り替えており

ます。発言の際にはミュートの解除をお願いします。はい。聞こえました。 

 

立川／ 

表では、「たちかわくるみ」と名乗っているものです。行政に対してアクセシビリ

ティーを確保して欲しいという、そういった活動も入っているのでしょうか。 

mailto:tsuji@jbict.net
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辻／ 

 そうですね。これからは、丁度デジタル庁という取組が政府のほうでも始まろう

としている段階ですし、こういうタイミングで私たち視覚障害者のニーズもしっか

り伝えていかないといけないと考えております。 

 

立川／ありがとうございます。それに積極的に参加するためにはどうすればよいで

しょうか。 

 

辻／ 

 そうですね。はい。現在団体を立ち上げて皆さんに登録をしていただいて、一緒

に活動していただけるような環境を作っているところですので、もう少ししたらち

ゃんと正式にアナウンスを出して皆さんに是非参加してくださいというようなア

ナウンスをしたいと思いますので。もう少しお待ちいただけますと嬉しいです。 

タチカワ／はい。じゃあ楽しみに待っています。その時は参加したいと思います。 

 

辻／是非よろしくお願いします。 

 

栗川／ 

 はい。ありがとうございました。実はですね。ディスカッションの場でもアクセ

シビリティー、いろいろ沢山の要望もあるかと思いますので、ディスカッションの

場で、ご意見いただいたらと思っております。次に進みます。 
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(4)石崎 浩太郎（Code for Hiroshima） 

演題：「シビックテックによる支援技術の導入の試み」 

 

栗川／（プロフィール紹介） 

 次は、石崎浩太郎様でございます。演題は「シビックテックによる支援技術の導

入の試み」でございます。石崎様の紹介を簡単にさせていただきます。 

 みんなで考えみんなで作るコードフォーひろしま（Code for Hiroshima）は IT

技術を活用して、市民、行政、開発者が協力して、広島で起きている地域の問題を

解決し、よりよいまちづくりを目指しているコミィニティでございます。そして、

この Code for Hiroshima の代表としてこのコミュニティを引っ張ってこられてお

ります。それではお願いいたします。 

 

石崎／ 

 よろしくお願いいたします。事前に配布資料に書かれている内容を、私の方で話

しをさせていただきます。スライドの方は各内容の補助資料としてご覧になってい

ただければということで、スライドのほうに投影させていただいています。よろし

くお願いいたします。 

 

（スライド１ページ 団体紹介） 

 最初に団体紹介ということで、Code for Hiroshima の団体紹介を簡単にさせて

いただきます。私たちは IT 技術を活用して、市民、行政、開発者が協力して、広

島で起きている地域の課題を解決し、よりよいまちづくりを目指しているボランタ

リーコミィニティです。 Code for Hiroshima の活動ポリシーになりまして、左か

ら１つ目「課題解決」。広島に住む私たちの生活をよりよくするためにテクノロジ

ーを活用して課題を解決します。真中２つ目、「平和都市」被爆都市として、平和

な未来へとつながる活動、イベントを、テクノロジーを活用して応援します。３つ

目、一番右になります。「中立」。行政や民間企業の影響を受けずに中立・公益の

立場から物事を判断し、市民のために活動します。こういった３つのポリシーを掲

げております。 

 エンジニア以外に、地域活動をしている人、行政の人、学生の人、いろいろな人

がコミュニティに参加しています。また、被爆都市とて過去を振り返り、未来の平

和について考えています。技術を使って作る人、開発者が作ったものを活用する人、

市民、街を管理する人、行政が協力できる関係づくりを目的に活動しています。全

国には私たちのような Code for コミュニティが各地で約 80 活動しています。目新

しい活動の１つには東京都のコロナ対策サイトがあります。このサイトもシビック

テックによる活動でつくられ色々な地域版へ拡がっています。 

シビックテックについて少し説明をさせていただきます。 

 シビックテックというのは、シビック、市民という言葉と、テック、テクノロジ

ーを掛け合わせた造語になります。市民自身が、テクノロジーを活用して、行政サ

ービスの問題や社会課題を解決する取り組みのことを指しています。 
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（スライド２ページ 活動紹介 Peace Week Hiroshima） 

 続きまして、私たちの活動紹介を２つほどさせていただきたいと思います。１つ

目は、PeaceWeek Hiroshima-Nagasaki（ピースウィークひろしまながさき）という

ものになります。こちらは被爆地広島・長崎で行われているピースイベントの情報

を検索できる Web サービスになります。広島と長崎では、7 月中旬から 8月にかけ

て、たくさんの平和のイベントが行われています。このタイミングにはたくさんの

観光客が訪れるのですが、たくさんのイベントが行われることを伝え、平和記念式

典だけではなく、いろんなイベントに足を運んでもらうために作成したものになり

ます。今スライドに投影しているのは PeaceWeek Hiroshima の画面イメージになり

ます。西暦と月日を指定すると、表示されている広島市内のマップ上に赤いアイコ

ンが表示されます。赤いアイコンはその場所で行われている平和のイベントを示し

ていまして、赤いアイコンを画面上でクリックすると、クリックしたイベントの詳

細が表示されて内容を確認することができます。こういったサービスも私たちのほ

うで取り組みさせていただいております。 

 

（スライド３ページ 活動紹介 5374.jp） 

 もう一つ、活動を紹介させてください。こちらは、「ゴミ出し」というサービス

となりまして、いつ、どのゴミが地域で収集されているのか、このアプリを使えば

直ぐ分かるように、目的と使い方をシンプルにデザインしています。広島市のオー

プンデータと連携することでより使いやすく。Code for Hiroshima と行政が一緒

に取り組むことでオープンデータの活用事例としても、地域で認識されているよう

なサービスとなっています。ゴミ出しサービスも、元々Code for Kanazawa が最初

に取組み、今は全国 80箇所へ展開されているようなサービスです。 

 スライドに投影しているのはゴミ出し.jp の広島版の画面イメージになります。

ご自身が住まわれている地域を指定すると、本日を含めて数日後までのゴミ出しに

関する情報が表示されます。何日にゴミを捨てることができるのか、画面上から順

番に色分けと捨てることが可能なゴミの種別を表示するようなサービスになりま

す。 

 

（スライド４ページ オープンデータとは） 

 もう一つ、先程オープンデータと申し上げましたが、オープンデータについて少

し説明をさせていただきたいと思います。 

オープンデータとは「機械判読に適したデータ形式で、人手を多くかけずに二次利

用が可能な利用ルールで公開されたデータ」です。誰でも許可されたルールの範囲

内で自由にデータの複製・加工や配布などができるデータをいいます。 

 今スライドに映していますのは、向かって左側の枠内に投影していますように、

オープンデータは自由に使えるデータになります。枠内に、左側に書いてあります

が、Ⓒ（まるＣ）と書かれている All rights reservedは著作権が主張されるもの

です。ただ、枠内左側その枠内の右側に書いていますが、クリエイティブ・コモン
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ズ、ＣＣＢＹ（ＣＣバイ）という表記が行われているものはデータの出典元を明記

することで二次利用が可能です。 

 また、スライドの右側にはオープンデータのレベルを紹介しております。大きく

５段階に分けられております。右側の枠内一番下の方に一つ星でPDFのデータ公開。

そこから Excel、csv と５つ星に近づくほど、コンピューターでの判読がしやすい

データということで、オープンデータが５つ星で定義されています。こういったデ

ータも活用しながら取り組みの方をさせていただいております。 

 

（スライド５ページ ユニバーサルマップ） 

 では、３つ目に現在取り組んでいることについてご紹介させていただきたいと思

います。私たちが今取り組んでいますユニバーサルマップに関する取り組みについ

てご紹介させていただきます。誰にでも優しい地域案内情報として視覚障害者や車

椅子利用者・聴覚障害者の方達でも利用可能なマップデータの整備から取組んでい

ます。現在平和公園周辺の歩道の推奨ルートを重点的に、歩道に設置されている「点

字ブロック」の設置位置をマップデータの基礎データ化することに取組んでおりま

す。 

 ユニバーサルマップの基礎データを「OpenStreetMap」へのデータ入力を行いま

す。基礎データがあることでデジタル化や紙のマップ、アナログへの活用が可能と

なります。デジタル化では、入力されたテキストデータに基づく音声案内や、将来

的に普及が検討されている車の自動運転走行と歩行者が共存出来るみんなに優し

い仕組みへの活用が考えられます。今スライドに表示させていただいているのは、

実際のオープンストリートマップのデータの画面になります。 

 こちらは平和公園内の原爆の子の像周辺の地図を表示しています。地図上で赤く

縁取りされている歩道が、点字ブロックが設置されている歩道になります。画面左

側に表示しているのが、歩道の点字ブロックが設置してあることを示す情報になり

ます。赤枠で囲っている部分に点字ブロックデータに対して「はい」というチェッ

クが入っていますが、これを指定することでその歩道が点字ブロックが設置済みで

あることを表現することが、データでできるようになっています。 

  

（スライド６ページ 基礎データの集め方） 

 続きまして、そうした基礎データの集め方、私たちの取り組みの内容の一つにな

ります。基礎データの集め方としましては、今プロジェクターにも３つの写真を表

示しておりますが、平和公園周辺の点字ブロックの設置状況を実際に見てまわって

いる様子になります。実際に現地調査で足を運び、歩道や点字ブロックの設置状況

を確認し、気になる様な箇所はスマートフォンのカメラで現物を写真に撮ったりし

ています。このようにデータ入力については現地確認した内容を元に行っています。

現地調査を行うことで、参加者がユニバーサルマップに関する具体的な知見や気付

きを得ることに繋がっています。 
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（スライド７ページ 広島市オープンデータ） 

 もう一つ、オープンデータの活用としてご紹介させていただきます。広島市が

公開している二次利用可能な情報、オープンデータ。こちらは公共施設や史跡の情

報が、緯度経度情報が付加された形で公開されています。これらの情報も付与する

ことで、誰もが地域を周遊する際に有益なマップにすることができます。今スライ

ドに表示させております左側が、広島市のオープンデータのホームページの画面に

なります。右側はホームページで公開されている広島市の公共施設のオープンデー

タになります。このデータの中には施設名や連絡先、施設のホームページのアドレ

スに関するデータ等が公開されています。こういったデータも先程の

「OpenStreetMap」に付加することで更に有益なマップにすることができると考え

られます。 

 

（スライド８ページ 応用データ） 

 続きまして４つ目。応用データについて紹介させていただきます。点字ブロック

の設置位置に関する基礎データに加え、安心して利用可能な横断歩道や音声案内付

きの横断歩道の情報等を付加することで、データの拡充を進めています。今スライ

ドに表示しているのは、横断歩道に音声案内付きのデータを付与したものの事例に

なります。図の左側に赤枠で囲った部分が Traffic_signals:sound:Yes（トラフィ

ック・シグナルズ・サウンド・イエス）という、その横断歩道が音声案内付きの横

断歩道であることを示すことができます。このように付加情報を付けてデータとし

て使いやすい易しいものになるような取り組みを今進めております。 

 

（スライド９ページ 応用データ） 

 続きまして、応用データをもう一つご紹介させていただきます。広島市の中心地

の交差点では、地上には東西南北で横断可能な場所が無く、地下街にアクセスする

必要があります。そういった場所では歩道のルート案内だけでは情報が不足してお

り、地下街へのアクセスパス情報も必要となっています。地下街へ降りるためのエ

レベーターへの動線や、地下街入口へ正確に誘導可能な点字ブロックデータの拡充

が重要となっています。スライドに表示しております右側の図で、図の矢印はエレ

ベーターが実際に設置している箇所を示しています。その左側に赤枠で囲っている

箇所は車いすの方も利用可能として設定しているエレベータです。こういった情報

を組み合わせることで歩道だけではなく、その歩道から地下街へ降りるためのアク

セスパスも情報として表現することが可能となっています。 

 

（スライド 10ページ 応用データ） 

 続きまして、応用データのもう一つのご紹介になります。今スライドで表示して

いますのは、図のピンクの点線は広島市の地下街の点字ブロックの設置情報です。

４つのエレベーターの丸いマークは先程のエレベーターの昇降口、このように地下

街の点字ブロックのデータと地上のエレベーターのアクセスパスを繋ぐことで地

上と地下を繋いだユニバーサルマップのデータを作ることも可能となっています。 
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（スライド 11ページ ユニバーサルマップの実現） 

 最後、５つ目。今後の取り組みについてご紹介させていただきます。まず、今後

の取り組みの１つ目に、基礎データの仮説検証の実施について考えてみたいと思い

ます。整備した基礎データを元にサービスのプロトタイプを実際に利用者に体験し

てもらい、利用者側からみたメリット改善点や課題のフィードバックを受けるよう

な機会を今後作っていきたいと考えています。 

 二つ目に検証事業へのエントリを取り組みたいというふうに考えております。基

礎データの仮説検証を行う場の候補として、市や県が募集している実証事業へエン

トリし、実際にサービスプロトタイプを現地に期限つきで設定し、具体的なフィー

ドバックを得るような活動へ具体的にチャレンジしてみたいと考えています。 

 次に、ユニバーサルマップサービスの実現です。基礎データを元に地域で利用可

能なマップサービスの実現にチャレンジしたいと考えています。デジタル技術を活

用した音声ガイドサービスや、地域を訪れる前に３D 画像や音声データで情報を確

認することが出来るサービス。基礎データがあることで紙マップのようにアナログ

なサービスへの活用も実現することが出来ると考えています。今画面、スライドの

方に表示しているものは、これは Code for Hiroshima が作った点字ブロックの設

置状況や周囲の建築物のデータを活用した 3D 化したユニバーサルマップのデータ

サンプルになります。こういった表現もデータがあると可能となっています。 

 

（スライド 12ページ ユニバーサルマップの実現） 

 そして、ユニバーサルマップサービスの実現について更に補足なんですが、今表

示している左の図は、ユニバーサルマップのデータになります。赤枠内に表示して

いる文字情報はその地点の緯度軽度情報と周辺の情報になります。右の図はスマー

トグラスと言われる頭にセットするような機器になります。これらの機器からユニ

バーサルマップに集約したマップの文字情報、位置情報だったり、建物の周辺情報

を音声としてまず伝えることができます。右下の図はスマートグラスの視認できる

ところにユニバーサルマップの情報を映像として表示するようなこともできます。 

 あと、新しい技術として空中ディスプレイを手で触って操作するようなことも、

活用するようなことができるようになっていますので、こういった形で、ユニバー

サルマップに集めて来たデータを基に新しい技術を応用して、音声での案内や画像

での案内を、スマートグラスのような機器と組み合わせることで新しいサービスと

して実現していくようなことにチャレンジできればというふうに考えております。 

 はい。では、Code for Hiroshima のほうからは取組紹介としては以上のようにな

ります。ありがとうございました。 

 

栗川／ 

 はい。ありがとうございました。地域でのいろんな課題に取り組むということで

ございます。今回は特にユニバーサルマップ、点字ブロックの位置情報をウェブに
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上げてですね。利用出来るようにしたいということでございます。視覚障害者の皆

さんにも非常に役立つことだと思っておりますが、ご質問ございますか。 

 はい。それでは私の方からちょっと質問させていただきます。なかなか、データ

を取るということに、非常に時間がかかることだと思うんですけれど、まず、最初

に皆さんに紹介していただいて、試験利用といいますかそういった段階はいつ頃に

なると考えさせてもらったらいいのでしょうか。できるだけ早くお願いしたいと皆

さんそう期待されていると思いますが。 

 

石崎／ 

 はい。今データを集め初めてだいたい１年半くらいになるんですが。いろんな方

の協力もあって、今平和公園、広島市の平和公園の周辺の推奨ルートのデータはほ

ぼほぼ集まっているような状況になっています。できれば来年度何かしら試験的に

使っていただけるようなサービスというか、プロトタイプの形か、何かしらの形に

できるよう、コミュニティの中で協力して準備した上で、利用者の方に試験的に、

テストユーザー的に使っていただいて、フィードバックを得るようなことを来年度

何かチャレンジできればなぁというふうには考えております。 

 ただ、コロナの影響とかもあり、まだ来年どうなのかなぁというのもあるんです

けれども、その辺もちょっと状況を見ながら、できれば来年度何かしら取組がより

具体的に先に進めればと考えております。 

 

栗川／ 

 はい。ありがとうございました。皆さん、広島の方にはそういう時にご参加いた

だいて、盛り上げていただきたいと思います。ありがとうございました。 

それではですね。休憩とさせていただきます。 
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(5)北神 あきら（SPAN：視覚障害者パソコンアシストネットワーク） 

演題：「就業支援の方法と成果」 

 

栗川（司会）/（プロフィールの紹介） 

 それでは再開させていただきます。続きまして北神あきら様の登壇でございま

す。就業支援の方法と成果という演題でございます。 

 では、北神様を少し紹介させていただきます。網膜剥離のため視覚障害となら

れましたが、一般企業でＰＣを活用した業務に従事され、定年まで勤務に励まれ

ました。現在は視覚障害者パソコンアシストネットワーク、通称 SPANの理事長と

して、また、日本視覚障害者職能開発センター職業訓練指導員としても活躍され

ています。北神様には全国のユーザーさんやサポート団体から厚い信頼が寄せら

れております。ではお願いいたします。 

 

北神／ 

 皆さん、こんにちは。SPANの北神と申します。 

昨年はＶＩＣさん、20周年ということですけど、実は私ども SPANも昨年度創立

20周年を迎えました。同い年ですね。とても親近感を感じます。本日は本来なら

僕が伺いたかったところですけども。ホントに残念なんですけれども、オンライ

ンでの参加とさせていただいております。それで、与えられたテーマが就業支援

ということですけれども、それでは２枚目のスライドに移っていただけますか。 

 

（スライド２ページ 視覚障害者の就労状況） 

 既にレジメは皆さんの手元に届いているかと思いますのであまり細かいことを

お話するよりも、この中からもう少し発展したお話ができればと思っています。

現状ですけども、この新規就職率、ハローワークの統計ですけど、意外と高いな

というのが私の印象です。44％、全盲に関しては 46％、案外高いなと。この要因

の一つとして職業訓練を受けて、職業訓練機関などから就労に結びついた例が結

構多いんじゃないかなという感じがしています。 

 現実、最近の正確な数字は手元に持っていないんですけれども、少し前の状態

ですと、私が職業支援訓練指導員をしています日本視覚障害者職能開発センター

の就労移行支援事業の就職率でいうと、大体 7割程度就職できているようです。

ここでも、きちんとした、という表現は変なんですけれども、就労支援を受け

て、職業訓練を受けていると結構就職できているんじゃないかということが見え

てきていると思います。もちろん、全国どこでも職業訓練が受けられる訳じゃな

いので、そうした現状、この辺りを今回の話で少しご紹介させていただければと

思います。 

 実際にはそういった就労支援の仕組みがあることを知らないで、退職された

方、こういった方も少なくないと思います。正確な数値が私の手元にないんです

けど、一応聞いた話ですと、毎年 1万人以上中途で視覚障害になっているそうで

す。ただその中で、じゃぁ全員がそうなるまでいた職場に戻っているかというと
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それがあまりできていないのもどうも事実のようです。ですから、やむを得ず退

職したという人が少なくないと聞いています。更に就職はできたけれど仕事がな

い。ここれは結構周りで聞きます。これは、雇用者側もどういう仕事をさせてよ

いか分からないといった事情もあると思います。 

 更に、今年になってからの現象なんですけれども、私どもの団体にヘルスキー

パーの方から相次いで講習の依頼がきています。それはどういうことかという

と、コロナの影響で健康管理室が休眠、休業状態になって、そのために場合によ

っては配置転換といったことも考えられるということで、スキルアップをしたい

という希望で、訓練や講習を受けられる方が多くなっています。 

はい。では 3枚目のスライドを。 

 

（スライド３ページ 視覚障害者が利用できるＩＣＴ関連の就労支援） 

で、現状で視覚障害者の受けられるＩＣ関係の就労支援なんですけれども、国立

が 2ヶ所ですね。所沢の職リハと岡山県の吉備高原のリハビリテーションセンタ

ー、それから全国 6ヶ所の訓練校で、全国の民間、公立民間を含めた職業訓練施

設で訓練。ただ、現実には全国どこでも受けられるというわけではないので、な

かなか大変というところですね。 

4番目のスライドをお願いします。 

 

（スライド４ページ 主な職業訓練機関） 

 実際に SPANがどのような就労支援を実施しているかですけども、東京しごと財

団の在職者訓練というのを実施しています。そして、その他にジョブコーチによ

る支援も行っている。そしてジョブコーチの支援の他に、企業からの研修依頼を

受けています。企業からの依頼を受けた研修もかなり実施しております。これも

毎年増えてきている傾向です。やはりスキルアップ、就労してからスキルアップ

を図りたいという人がかなり多くなってきていると思います。 

 はい。すみません。スライドが 1枚飛んでしまいましたね。今お話しているの

は 5番の SPANが実施している就労支援のお話でした。4枚目の話ですけれども、

一つ戻って、ちょっとスライドは戻さなくて結構ですので、職業訓練校は仙台、

東京、神奈川、大阪、広島、福岡といったところですね。そういったところが職

業訓練を実施しています。 

 公立ですと札幌から始まって、今私どもが把握しているなかでは、日本ライト

ハウス、神戸アイライト協会という関西までですけども、九州にもあると聞いて

います。正確に把握していません。その他、最近は就労移行支援でも在職者への

支援を行っているところが出てきているようです。すみません。ちょっとスライ

ドひっくり返りました。 

 

（スライド５ページ SPANが実施している就労支援） 

 5番の SPANが実施している就労支援ということで、在職者訓練ジョブコーチ支

援。ジョブコーチ支援ですけれども、現在 1 名体制でやっていますけれども、来
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年 1月からは 2名体制、1名が機構の研修受講を完了しましたので、来年 1月から

2名体制になります。その 1名ですけども、現在８社掛け持ちで支援をしていま

す。限界状態でこれ以上になると、１人では受け持ちきれないので、2名体制にし

て来年 1月からは 2名体制で臨みたいと思いますので、また更に支援はできると

思います。 

 支援範囲ですけども、一応東京都内、東京都内が多いんですけれどもただそれ

以外に埼玉、千葉、神奈川、一応出かけられるところ、１日で帰って来れるとこ

ろですね。そういった範囲でしたら支援ができると思いますので、是非この辺り

はご相談ください。 

 在職者訓練については、東京しごと財団、またジョブコーチ支援については機

構の東京障害者職業センター、もちろん SPANにお問い合わせいただいても構いま

せん。それか各個別の訓練というか、職業講習。これは随時お受けしています。

これはとっても多いです。実は今日の午前中もそういった職業講習を行っていま

す。殆ど毎日に近いぐらい講習が入っているぐらいです。そのくらい今スキルア

ップを望む方が増えています。はい。じゃ、6枚目お願いします。 

 

（スライド６ページ SPANが実施している就労支援） 

 在職者訓練の現状ですけども、在職訓練ができているのは職リハと吉備リハそ

して東京しごと財団の 3ヶ所ですね。ただし、東京財団の訓練というのは残念な

がら東京都内に在住または在勤していること、雇用保険に加入していることが条

件です。ですから公務員の方が受講できないですよね。これも大きな問題だなと

思っています。それから土日夜間に受講できない。その辺りも問題。せめて、本

当は首都圏、神奈川、千葉、埼玉あたりまではせめて受講できるようになって欲

しいと思うんですけど、これもまだ、実現はしてきていません。ただし、朗報も

ありまして、在職者訓練、それからジョブコーチ支援ともこのコロナの影響もあ

って一部オンラインでの受講が可能になっています。在職者訓練の場合は８割。

ジョブコーチの場合は、割合は明記されていませんけれども、全部オンラインと

いう訳にはいきませんけど、一部のオンラインの受講は可能になっています。は

い。そして、７枚目のスライドお願いします。 

 

（スライド７ページ SPANの遠隔講座） 

 遠隔講座なんですけども、実は SPAN が遠隔講座を始めたのは昨日今日のことで

はないんです。実は 20年近く前。ホントに活動を始めた数年、２～３年経ってす

ぐ遠隔での講習というのを始めています。最初は電話で、その後はスカイプに替

わり、現在は Zoom に替わっています。 

 2019年までは主に個人からが多かったんですけども、今年になって企業からの

依頼も含めて、訓練、在職者訓練なども含めると今年になって急激に増えてきて

います。ですから現在 zoomの複数プロアカウントをとって一応対応している状況

です。ですから、今日も講習がダブルで行われるといった状況でした。そのくら

いニーズは高くなってきています。 
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 昨年 11月、一つの試みとして日本ライトハウス情報化センターと SPANを結び

まして、団体間での遠隔講座っていうのを初めて行いました。これは亡くなられ

た岡田弥さんと私が「なんて言っても遠隔講習できるよね」というような話をし

まして、実現に至って、昨年 11月 30日に第一回をやりまして、実は昨日第２回

目を行いました。もちろん、Zoomということでなかなか難しい面もあるんですけ

れども、こうやってノウハウを積み重ねていくうちに、どんどんいろんなやり方

が見えてくると思います。２回の講習のなかでもいろんなものを発見できまし

た。 

 こういった講習が定着できればそれぞれ団体、皆さん得意分野を持っていると

思います。その得意分野を活かして、例えば、北海道の団体が九州の団体を支援

する、或いは関西の団体が逆に東京の団体を支援するそういうことだって出来て

くると思います。是非そういった仕組みを作りたいというのが、私たちの目標で

す。 

 更に、現在日商ＰＣ検定の３級、１月から２級のコースもスタートさせますけ

れども、受験対策コース。こちらも全てリモートで行っています。全国から受験

希望の方が受講しています。九州、関西、中部、それから、関東、東北の方が受

講されています。やはりこれからはオンラインが、かなり主流になってくるのか

な。今回のコロナはいろいろなマイナス面もあるんですけども、結構いろんな形

で講習のあり方を変えてきているんじゃないかな。はい。次のスライドお願いし

ます。 

 

（スライド８ページ 現状の課題） 

 現状の課題ですね。現状の課題としてまず、先程もちょっとお話しましたけれ

ども、どこでも質の高い職業訓練が受けられる訳ではないんです。在職者への訓

練。これは、殆どもう、ゼロとはいいませんけどかなり出来ていない状況です。

それに関連するんですけど、中途視覚障害者、中途で視覚障害になった人が継続

就労、同じ企業で継続就労するための支援体制というのはとってもまだできてい

ないなと思っています。実は、私自身もそうなんですけど。それが原因で結局前

の会社を退職することになったんです。 

 私が中途視覚障害になったのは 30年前で、今の支援体制はもちろん良くはなっ

ていますけれども、まだまだなっていないなというのが実感です。遠隔での訓

練、本当は地域の枠を越えて遠隔での訓練が認められるようになるといいなとい

うのが。ですから、東京在住在勤しか受けられないのではなくて、どこでも受け

られるように。できれば自治体の訓練ではなく、できれば厚生労働省が訓練のイ

ニシアティブをとっていただくようなそういったことができればなぁと思ってい

る。あとは就労支援機関の間の連携、情報交換がなかなかできてないです。それ

から新しい技術シンクライアント、ＶＤＩ、ＶＰＮ、こういったものへの取り組

みもまだ十分ではないです。９番のスライドをお願いします。 

 



 36 

（スライド９ページ 現状の課題の具体例） 

 現在の現状の課題としては、やはり訓練が受けられない大きな要因に指導者の

不足があると思います。視覚障害者の職業訓練の指導ができる人材というのはま

だまだ足りていません。ですからこういった人材の養成も必要かと。それから、

ＰＲがまだ不十分です。就労支援制度があることを知らずに退職した人。まだそ

ういう話をいっぱい聞きます。そんな制度があるなんて知らなかった、ジョブコ

ーチなんて知らなかった。在職者訓練知らない、そういった人はまだまだ多いで

す。ですから、これから私たちの役割でもあるんですけれども、ＰＲをしていか

なきゃいけないなあと思っています。もちろんノウハウの共有これ大事です。は

い。じゃぁ 10番のスライドお願いします。 

 

（スライド 10ページ シンクライアント、ＶＤＩ、ＶＰＮ） 

 先程でました、シンクライアント、ＶＤＩ、ＶＰＮです。これは実はこの相談

とっても多いです。シンクライアントとは何かというと、パソコンの中にあるソ

フトやデータを殆ど入れずに、ネット上に置かれたソフトやデータを使って作業

する。ですからパソコンは殆ど端末のような役割になっちゃってます。それにＶ

ＤＩというのはバーチャル・デスクトップ・インフラストラクチャー、つまりサ

ーバーでデータを受けてそれをこの画像、そこで受けた絵を端末に送って、で、

ユーザーはその端末を見て操作する。ですから送られてくるのは端末ですので、

音声対応がとっても悪いです。こういったものの対応は非常に問題です。 

 ＶＰＮ、バーチャル・プライベート・ネットワーク。これはテレワークなどを

する人向けに、所謂仮想的な専用線を、例えば銀行なんかですと、完全に物理的

な専用線があるんですけれども、そうではなくて、仮想的な専用線を引いてあ

る。これも音声対応がなかなか難しいというのが現状です。ですからこういった

ものの対応でジョブコーチの支援というのは、今かなり重要になっているかなぁ

という印象を持っています。次 11番お願いします。 

 

（スライド 11ページ 課題への対応） 

 課題への対応でけれども、いろいろ問題点はあるんですけれども、課題への対

応は全く出来ていない訳じゃない。遠隔での指導がだんだん積み重なるにつれて

ノウハウの蓄積も少しずつ出来てきている。そしてプラス全国各地に、関西、広

島にもあると思うんですけれども、そういった当事者団体を含めた関係団体や関

係機関が行政などへの働きかけをいろいろしていただいていることもあって、少

しずつ環境は良くなってきています。 

 そして、３つ目、これは私が強調したいところですけれども、支援機関の情報

交換の仕組み。昨年 29団体が東京の日本視覚障害者職能開発センターに集まって

就労支援に関する情報交換会を行いました。ホントは今年名古屋で行う予定だっ

たんですけれども、これもコロナで延期になってしまいました。ただ、継続して

行おうという意識だけは確認できていますので、きっと来年は行われると思いま

す。こういった支援機関同士の連携が生まれてくると、きっと就労支援の仕組
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み、或いは、関係団体間での情報共有などもできてくると思いますし、先程お話

した団体間での遠隔講習、遠隔訓練といったものの可能性も見えてくるんじゃな

いかと。はい。12 番ですね。 

 

（スライド 12ページ 遠隔支援の可能性） 

 遠隔支援の可能性。遠隔支援の必要性は、コロナで生まれちゃったんですけれ

ども、マイナス面をいろいろ言われていますけども、やはり、時間と距離、これ

どこでも受けられます。全国どこでも受けられます。特に訓練校や教室がなくて

も受けられます。これはとっても大きい。 

 それからテレワークも進んでいます。テレワーク率は、大企業だとパーセント

がかなり高いようですね。もう半分くらいはテレワーク。かなり進めているよう

です。いくつかの企業の社員に聞いたんですけども、今年になって会社に行った

のは 10回とないと。もうそういった声を何人からも聞いています。残念ながら大

企業では進んでいるんですけども、まだ中小企業の間ではまだまだちょっととい

う感じがします。ただ、恐らくこの傾向が戻ることはないんじゃないかなという

気がしています。テレワークでも仕事ができるということがはっきりしてきまし

たので、きっとこの形は定着してくると思います。ですからこれからは遠隔での

講習、或いは遠隔で仕事をする、こういったことがどんどん技術的にも或いはノ

ウハウの上でも蓄積されていく。では 13番お願いします。 

 

（スライド 13ページ テレワークの可能性と課題） 

 13番はテレワークの可能性です。やはり可能性としては、とにかく、どこでも

就労可能。企業側からすると通勤の通勤災害の心配がない。あと副業として所謂

フリータイムでなくとも副業として働く。ただし、問題点としてはやはりテレワ

ークとしての技術を学ぶ必要がある。それから、勘違いされたら困るんですけ

ど、実はテレワークって一番コミュニケーション能力を求められるんです。私、

実はテレワークの経験何年もあるんですけれども、テレワークになった時ほどコ

ミュニケーションが必要でした。ですから、テレワークになったら、むしろコミ

ュニケーションが必要になってくると思います。こういった課題がある。 

 今後の SPANの取組ですけれども。はい。遠隔、これはスパームのメインの活動

になります。たぶん来年は殆ど教室での講座はあまりなく遠隔がメインになると

思います。 

やはり資格取得、これは視覚障害者に限らず資格取得は大事です。ですから資格

取得にこれは力を入れる。で他の団体との連携。これは当然進めていきたいと思

います。ですからまだ、団体間の講習、こういったものを訓練、講習もやります

し。 

 それから SPAN として立体イメージプリンタを購入しましたので、この立体イメ

ージプリンタを活用した就労支援もできないかなと。もうパワーポイントなどい

くつかに使ってはいますけども、これを活用していきたいと思います。 

ということで私の話しは以上で終わりたいと思います。 
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ご清聴ありがとうございました。 

 

（質疑応答） 

栗川／ 

 ありがとうございました。ご質問・ご意見を受けたいと思いますが、オンライ

ンの方は手を挙げるボタンを押していただけませんでしょうか。 

 ないようでしたら、私の方から質問をさせていただきたいと思います。就労、

就業支援で遠隔での講習会、講習をされているということですけれど、具体的に

はどういうカリキュラムでしょうか。例えば、Excelでもこういう内容をやってい

ますと、一例を紹介していただけるとありがたいです。 

 

北神／ 

 Excelはフルになんでもやっています。パワーポイントもやっています。一番の

武器は画面共有です。今日もやっていますが、画面共有することで晴眼者のサポ

ートがあれば、画面を見ながらもできますし、更に Zoomでしたら、Zoomだけでは

ないんですけど、音声を送ることもできますので、その音声を聞きながらサポー

トすることもできます。この画像を含めたもの画面共有と音声共有、この二つを

使うことによってうまくサポートができるのです。全ての内容で訓練を行ってい

ます。 

栗川／ 

Ｑ＆Ａで質問がありました。公務員の在職者訓練には、何か方法はありませんで

しょうか？ 

 

北神／ 

 公務員の在職者訓練というか在職中の公務員の方への訓練ですよね。現状で

は、制度的には持ってないんですけど、ただ一応、かつての人事院だったかな、

そこから通達が出て障害者に対する研修を充実させるようにと各省庁には通達が

確か出ていると思いました。だがそれが具体的にどう行われているか私も勿論把

握していません。一部、東京都などでは職員に対する研修はやっていると聞いて

います。ただ、他の自治体、或いは国家公務員のなかで、実は国家公務員でも私

どもに有料で、研修料をだして研修を依頼しているところもあります。ですから

勿論、私どもで委託料をいただければ研修はお受けします。 
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(6) 志摩 撤郎（広島市視覚障害者情報支援センター） 

演題：「これまでの ICT 支援活動と課題」 

栗川（司会）/ 

（プロフィールの紹介） 

 続きまして、私たちの団体の会長でございます志摩様から発言をお願いいたし

ます。それでは志摩様の紹介をさせていただきます。 

 20歳代で失明となり、光も感じない両眼全盲となられました。見えなくなって

からパソコンを始められたとういことですが、自分に対して目が見えないから出

来ないということは許せないので、それをバネにパソコンに励んで来られまし

た。更に得たものをみんなで分かち合いたいという思いから発足メンバーとして

ＶＩＣを創設されました。現在ＶＩＣの会長として、また広島市視覚障害者情報

センターや広島障害者能力開発校でも講師としてご活躍中でございます。それか

らＶＩＣという言葉が２、３出てまいりましたが、ＶＩＣと申しますのは全国の

共通語ではなくて、どちらかというと広島弁でございまして、広島市視覚障害者

情報支援センターのことでございます。たぶん、沢山でてまいると思いますので

どうぞご理解いただきたいと思います。それではお願いします。 

 

志摩／ 

VICの会長をしています志摩と申します。どうぞよろしくお願いします。 

私は、発足について、それから情報障害について、行動障害について、就労支援

について、それから団体の連携についてお話していきたいと思います。スライド

を送ってください。 

 

（スライド２ページ 発足のきっかけ） 

（参加者のために、スライドの項目を読み上げる。発足のきっかけ、視覚障害者

にとってパソコンのスタートラインはかなり遠い。有料無料を問わず教えてくれ

る場所がない。教えられる人もいない。） 

 視覚障害者がパソコンを始めようとすると、まず、視覚障害者の場合は、キー

ボードを覚えるところから始まります。目が見える方はキーボードを覚えなくて

も目で見て押すことができますが、視覚障害者の場合はキーボードを覚えるとい

うところから始まります。それでキーボードが押せるようになって初めてパソコ

ンの操作ができるようになってきます。このように、視覚障害者がパソコンの学

習を始めるにあたってすでに障壁がある訳です。 

 健常者向けパソコン教室はたくさんありました。しかし、全てマウスの操作な

ので視覚障害者にとってはマウスの操作できませんので、逆に健常者からマウス

の操作を取り上げると何も操作できないということが起こります。それで、習い

たい、教えて欲しいといっても、パソコン教室に行っても教えてもらえることが

出来ず、かといって何処にと言われても、なかなかそういう場所がない。なけれ

ばじゃぁ作らなくっちゃねということで、1999年の１月 24 日にボランティアグル

ープを起こすことにしました。次お願いします。 
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（スライド３ページ 情報障害の克服） 

（スライドの読み上げ：情報障害の克服、メールで健常者と双方向のコミュニケ

ーションができるようになった、ネットを使ってリアルタイムの情報を得ること

ができるようになった、ネットを使って一人で選んで買えるようになった、ネッ

トを使って情報発信できるようになった、健常者と視覚障害者のサポーターの連

携） 

 ここに、ネット、ネットと出ていますけども、実はですね。パソコンはです

ね。私も 30年くらい前から勉強して使っています。ＭＳＤＯＳ3.3Cかな、あの頃

から使っていますが、ネットに繋げるというのは、1997年の 9月の 17日に日本Ｉ

ＢＭから音声ブラウザとして世界初のプログラムが発売されました。ホームペー

ジリーダーというブラウザですが、それを Windows95に入れると、ホームページ

を見ることが出来ます。また、ホームページリーダーにはメールの機能がついて

いてメールの送受信が出来るんです。 

 ここに、リアルタイムな情報を得るとあるんですけれども、それは、欲しい、

読みたい本があっても点訳されるのを待ったりとか、それから欲しくても点訳し

てくれるような活動がなかったりとか、朗読もそうですけれども、制限がだいぶ

かかって、欲しいデータも支援があって、初めて読めるのです。それまでは、そ

ういうふうな状況でしたが、このホームページが読めるということは、健常者と

同じものを同じようにリアルタイムで読めるということなんです。それは、凄く

大きいことで、ホームページというのは、健常者と同じように情報を得られると

いうのは非常に素晴らしいことでした。 

 メールも、ホームページメ－ラ－というのが入っていまして、それで漢字、か

な混じり文を書いて、メールを送ります。そうすると、健常者等とのコミュニケ

ーションが問題なくできるようになりまして、特に私は目が見えませんよと言わ

ない限り、メールをもらった健常者は相手が視覚障害者だということがわからな

いくらいのレベルです。 

 次にネットショッピングです。情報を得ることもネットショッピングなんです

けれども、視覚障害者はお店に行くと、店員さんに見てもらうことが多いんです

けども、そうすると見てもらって、いいものがなくても、そのまま帰るのはなか

なか人情的に難しい。また、次に見てもらわないといけんので、再々「ないね」

といって帰る訳にはいかないので、何か物を買ってしまうのです。このネットシ

ョッピングでは、ウィンドウショッピングもできます。買うこともできるし、見

るだけということもできる。健常者と同じように商品の情報を得ることができ

る。これは素晴らしいことでした。 

 今まで情報を得ることばかりでしたけれども、発展していくと、今度は発信し

ていくことができるんですね。ブログを作ったりホームページを作ったりして、

自分の意 志を健常者の方、障害者の方みんなに発信することができるようにな

った。もっと発展すると、ネットショッピングで生計を立てることができる。と
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いうのは、私の友人がこれで生計を立てていますから。そういうふうに視覚障害

者の自立にも寄与する素晴らしいものだと考えております。 

 ここまでは今のところパソコンでの話ですけども、パソコンのサポートになっ

た場合、健常者と視覚障害者の違いは、健常者は目で見てサポートしようとしま

す。視覚障害者とっては、キーボード操作がメインなので最初はちょっと難しか

ったりすることがあります。逆に視覚障害者は弱視の人の目のサポートがちょっ

と難しいということがあります。なので、サポートにおいては、視覚障害者と健

常者とで上手に連携をとって行く必要があります。次お願いします。 

 

（スライド４ページ 行動障害） 

（スライドの読み上げ：行動障害、持って歩ける、場所がわかる、ヘルプが出せ

る、iPhoneサポートの課題） 

 本題の話になります。パソコンは持っても歩けますけれども、iPhoneはカメラ

があって、電話であって、それからＧＰＳがついていて、いろんな機能がついて

います。なので、持って歩けるっていうことは、それはまたパソコンとは違っ

て、大きな魅力になってきます。 

 例えば、Seeing AI（シーイング・エーアイ）という、カメラ・アプリがありま

す。それを iPhone のカメラをかざすことによって、墨字の文書や活字を読み上げ

てくれたり、色を教えてくれたり、明るい、暗いを教えてくれたりとか、今まで

になかなかなかった機能を得ることができます。また、Be My Eyes（ビー・マ

イ・アイズ）、今さっきの、Be My Eyes の話があったと思うんですけれど、Be My 

Eyesというアプリは、iPhoneに入れておくと、ボランティアの人が依頼者の目の

替わりをしてくれるアプリです。これ視覚障害者がちょっと見て欲しいなぁとい

う時にボタンを押してお願いしますと、日本時間の夜までは日本人の方が出て、

深夜とか夜は外国で日本語ができる人が出てきて iPhoneのカメラを通していろん

なものを見てくれて、サポートしてくれるんです。これは画期的で、パソコンに

なかった機能です。カメラが付いたということは大きなことだと思います。 

 また、今 Code for Hiroshima さんからお話があったと思いますが、オープンス

トーリートマップ。オープンストリートマップで、今、平和公園の点字ブロック

マップを作っていますけれども、これも iPhoneで使えるようになるんですけれど

も。それを開発するのに、今回のＶＩＣでも開発部を設けて Code for Hiroshima

さんと一緒に頑張っております。 

 ただ、iPhone はですね。パソコンと同じようにメールもできるし、ホームぺー

ジを見ることもできるし、いろいろなことができます。歩く時のナビのアプリも

いろいろあります。ありますけれども、気をつけなければいけないのは、安全面

のことなど、さまざまなところの問題があります。安全面とかいろいろな課題を

解決していく必要があります。では次をお願いします。 

 

（スライド５ページ 就労支援） 

（スライド読み上げ：就労支援、日商 PC検定取得、スキルアップのサポート） 
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 これはですね。職業能力開発校の場合は定員が 3名ですけれども，定員が 10名

なら 10名になるんだと思うんですけれども、3名の方が日商ＰＣ検定の 3級を取

得されるんです。しかし、全員が就職できるという 100％の就職率になることもあ

ったようですが、そうで無い場合が多いです。そういう場合はですね。折角 PC検

定３級までの資格を取ったんですけれども、資格を取っても使わないとやっぱ

り、技術というものは落ちてきますので、維持するためにも、また、より良くス

キルを高めるためにもその後のサポートが必要ではないのかなぁと考えておりま

す。次お願いします。 

 

（スライド６ページ 団体連携） 

（スライド読み上げ：団体連携。不可能が可能に、未来が現実になってきた。情

報とノウハウの分散を連結しよう。） 

 「不可能が可能に、未来が現実に」ですけれども、30年前のことを考えると今

の現実は正に未来の夢でした。30年ぐらい前に僕はＭＳ－ＤＯＳ（エムエスド

ス）の時代に、ＰＣ98で OCRというのが 15万円くらいして、スキャナーも１５万

円くらいして、なんだかんだで一杯お金を使うて、それで印刷物を読ましたけ

ど、あんまりにも読んでくれなくってがっかりしたことがあります。今なんて、

iPhoneをかざすと、Seeing AIがしゃしゃしゃーっと読んでくれるんですよね。

正に夢みたいな話をしていますが、昔出来んかったことが出来るようになって、

それで未来が現実になってきたということですね。 

 それと、これまでお話しをされた先生方の話もそうなんですけれども、それぞ

れの業種のところでいろんな話を聞きましたけれども、ボランティアの連携も大

事です。異業種の連携も大事になってきます。大きなボランティアのある地域で

は、その地域の視覚障害者のＩＣＴリテラシィも高いです。ボランティアがない

ところもあります。その格差を何とか埋めたいなあと、そのための連携を深めて

いきたいなあと思っています。異業種の人や団体とも連携を取っていって、ボラ

ンティアグループは横の糸、異業種は縦の糸でしっかり手を組んで、将来に向け

ていけばなお一層良くなっていくんじゃないかなと思っております。 

 この最初のプロフィールの中にあった「それぞれ個人が得たものを皆で分かち

合いたい」というのは、いくら一人で頑張っても限界があるんです。一人で出来

ることは知れています。でも、一人でも二人でも三人でも集まると、それぞれ皆

やりたいことがあります。サポート団体の連携を高めると、それぞれがいろんな

情報を集めて得たものを皆で分かち合うことができ、より一層良くなっていくと

考えております。そういう意味でもポータル的な場所が必要になってきていると

考えております。以上です。 

 

栗川／ 

 はい。ありがとうございました。ご質問はございませんでしょうか。ないよう

ですので、次に進みます。  
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４ ディスカッション 

  「視覚障害者のスキルと支援方法の向上を目指して」 

コーディネーター： 栗川 隆宏（広島市視覚障害者情報支援センター） 

 

栗川／ 

 それでは続きまして、ディスカッションに移らせていただきたいと思いますが、

10分だけ延長させていただけますでしょうか。申し訳ございません。ずーっとトラ

ブル続きでご迷惑をお掛けしておりますが、10 分だけ延長させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 ご質問ございませんでしょうか。ご意見ございませんでしょうか。本日は、サポ

ーターの方からもいろいろご意見いただきたいと思っております。 

 先程のＱ＆Ａが出てまいりましたが、読み上げます。視覚障害者の全体の何％が

パソコンやスマホが使えるのでしょうか。どなたか、登壇者の方パネリストの方ご

回答をお願いします。 

 

栗川／ 

はい。私の方から回答させてもらいます。生活のしづらさ調査によりますと、情報

収集するためにパソコン使っておられるというのは 28％でしたか。それから、スマ

ホを使っておられるのは 40％弱でしたように思います。その使っておられる内容

というのは、十分に使っておられるか、ただちょっと電話を掛ける時に使っておら

れるか、そこら辺は詳細に分かりませんけれども、そういう数字が一つございます

が、スマホやパソコンを使っていない視覚障害者は半分以上と多いということです。 

はい。それでは北神さんお願いします。 

 

北神／ 

 今のデータでだいたいあっているんですけれど。ただし、スマートフォンの 40％

はちょっと高いかなという気がしているんですよ。実際にどういうアンケートのと

り方をしたかですけれども、恐らくメールを中心じゃないかと思うんですけれども、

実は視覚障害者の中でメールもおぼつかない人が結構います。現実に。なので、ス

マートフォンの 40％はちょっと高いかなという気がしています。恐らく、ちゃんと

した数字自体も私の手元にもいんですけれども、恐らくまだ２割かパソコンと同じ

ぐらいのレベルじゃないかなと私自身は一応思っております。他の人はもしかする

と別のご意見あるかもしれないですけども、ちょっと 40％はいう気がします。は

い。以上。 

 

栗川／はい。ありがとうございました。他にもう一つＱ＆Ａが入りました。田上さ

ん。ご発言いただいてもよろしいですか。よろしければ手を挙げるボタンを押して

ください。 
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田上／ 

 岩手県立視聴覚障害者情報センターの方でスマートフォンやタブレットへの操

作指導を始めたいと思っているんですけれども、現在いるパソコンサポートさんの

方々を対象にと思っておりまして、そちらのほうのサポーターへの勉強会とかのど

のうよにすればよいかと考えております。他の団体さんはどういうふうにやったの

かとか教えていただければありがたいです。 

 

栗川／ 

はい。パネリストの方、お答えいただける方。それではこちらの方から御薗さんど

うでしょうか。 

 

御薗／ 

 御薗です。サポーターの勉強会ですね。我々は、千葉県では県から委託を受けて

いて障害者ＩＴＣ支援事業というものを実施しております。これが単年度事業なん

ですけども、その中でボランティアの養成や後はスタッフのスキル向上の研修会も

行っていて、基本的には視覚障害当事者が講師のような形になって晴眼者のボラン

ティアさんに高知システム系のマイアプケーションの使い方やテクニック。それか

ら Excel・wordのテクニック。それからＮＶＤＡといったより高度な部分のテクニ

ックを年に 1回または 2回程度実施して、その都度それ以外の時間でフォローアッ

プをするというやり方で実施しています。たぶん、これは都道府県で格差というん

でしょうかね。いろんな差があると思うので、それこそ北神さんのいる東京の方は

もっと積極的に取り組まれているんじゃないかと思います。以上です。 

 

田上／ありがとうございます。 

 

栗川／よろしいでしょうか。はい。それでは、ディスカッションの時間も殆ど過ぎ

てしまいましたので、取り敢えず、私の方でまとめさせていただきたいと思います。

事前に、何人かの方に問い合わせをさせていただきました。それで沢山返事をいた

だいております。それらの一部を紹介しながらまとめとさせていただきたいと思い

ます。 

(アクセシビリティの問題) 

 まず、アクセシビリティの問題でございます。昨日も、私たちのウェブに資料を

掲載したんですが、やはり不備があるということでお叱りを受けております。非常

に重要な問題だと私たち再認識をいたしました。それでアクセシビリティの問題は

いくつかあろうかと思うんですが、私、品川さんからお聞きしたことをお伝えした

いと思います。それは、皆さん、特にアプリの問題になりますけれども、いろいろ

と読み上げないところがある、ボタンを読み上げないとか、問題が多々あると思い

ます。開発者の方にメールをして、フィードバックをしてください。フィードバッ

クをしてくださいということでした。ただ、その時に良いことも付け加えてくださ
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いよ。そしたら受け入れていただけるのかなぁ。いや、その率が高くなるのかなと

思います。 

 それからもう一つ。ウェブを見てみますと日本ですと JIS-X 8341,ヤサシイ。こ

れ皆さん覚えて帰っていただきたいんです。JIS-X8341 は覚えにくいですよね。ヤ

サシイです。そういう基準ができていまして、徐々にですが、ウェブ、Ａランク、

ＡＡランク、どんどん改善されています。特に地方公共団体のウェブは試験結果の

表を作って、例えば、北海道ですと全てＯＫなものは何％ですかというようなもの

です。自治体でも、100％近いところから下の方はちょっとわかりませんが 20%とか

30％のところもありますね。大きく差が開いております。ただ、それでも、毎年の

ように徐々に徐々に上がっております。だから、基準やガイドラインがあるという

ことは非常に重要なことだと思っております。 

 ただ、アプリにつきましては、今のところガイドラインがございません。私たち

が一団体でこれがガイドラインだと言っても、誰もあまり見向いてれないですよね。

だから、サポート団体の連合会のようなところでこういう基準を作りましたので、

これを遵守してくださいというような体制に、将来的にはしていったらどうかと思

っております。提案でございますけれども。 

 

(ICTサポート団体のさまざま課題) 

 それから、皆さまからメールでいただいたものを、少し読み上げます。 

／ユーザーの高齢化が進んでいる／ユーザーさんがお年を召されることは、自然な

ことなんですが、若い層が少ないんです／若い層の方が本当にＩＴを使っておられ

るのか使っておられないのか良く分からないという現状でございます／センター

の利用者が少ないということで新規ユーザーを勧誘しようとしているんですが、な

かなか潜在化したユーザーさんには情報が届いていない／いろいな広報媒体を使

うのですが、届いていないというのが現実のようです／だから広報の在り方もこれ

から検討が必要かと思っております。 

 そして、地方では、確か九州の地方都市のサポート団体の方ですが、地方では視

覚障害者をサポートするのが非常に困難だ。例えば九州ですと、福岡には大きな拠

点がございます。しかしそれ以外のところでは、視覚障害者のニーズに応えられる

ことはなかなか難しいんだというようなお話でございました。志摩さんが先ほど言

われたように、ボランティアの規模において地域格差があるんだというようなこと

を言われましたですね。全くそのとおりだと思います。 

 それからサポーターが少ないんですという団体／それから若いサポーターを養

成したい／サポーターの情報交換の場がない／サポーターをされているんですけ

ども一人で勉強している。情報をどういうふうに収集したらよいのだろうかという

声もありました。 

 

（サポート団体間の連携） 

 私が提案をさせていただきたいことは、一団体だけではなしに、複数の団体の連

絡会というようなものが重要じゃなかろうかと思っております。できれば、全国的
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なレベルでのサポーターやサポート団体の連絡会。例えば、講習会に使いますテキ

ストを共通化します。どなたでも、どこの団体でもこれを使っていただいたらいい

ですよというように。そういう組織のようなものがあればいいんじゃないかと思っ

ております。 

 そして、先程、北神さんからもお話がありましたが、遠隔で団体をサポートする

ことも可能だというようなお話でしたでしたね。だから、そういう遠隔を使って地

方のボランティアゼロ地域を支援していったらどうかと思っております。それは多

分都市部の団体の支援を必要としているのではなかろうかと思います。 

 私、考えたことがございます。突拍子もないことかもわかりませんが、ＩＴを必

要とする障害のある方は、多分 15 万人とか 20万人だと思います。5万人のサポー

ターを養成するという目標を立ててはどうでしょうか。5 万人というのはいいかげ

んな数字です。5 万人という将来的な目標を立てる。例えば、視覚障害者サポータ

ー5 万人キャンペーンというものを出したらいかがでしょうか。ボランティアには

視覚障害のある方も加わっていただきたい。例えば、今日登壇された品川さんは、

視覚障害がございますけれども、本当に素晴らしいパワーポイントのスライドを作

っておられます。皆さん、出来ないなあと思っている方も、品川さんまでは無理と

しましても、努力していだければ、サポーターはできると思います。そういうこと

でブラインドサポーター育成、こういうこともよろしいかと思っております。 

 認知症の方が 500 万人、600万人となろうとしています。それで厚労省が音頭を

取って「認知症サポーターキャラバン」というのをやっております。各地方でどん

どんサポーターを増やしていこうということです。それに倣ってやったらどうかと

思います。多分、厚労省は音頭をとってくれませんので、私たちで音頭をとってや

らないといけないと思っております。 

 そういう広域な連携をすることで、サポート団体が力をつけていき、そして、ボ

ランティアゼロ地域を無くしましょう。そういう大きな目標をひとつ立てて、地道

なところから一歩一歩進んでいったらどうかと思います。 

 はい。15 分延長になりまして申し訳ございません。ディスカッションを終了させ

ていただきます。それからＱ＆Ａ手分けして皆で回答しますんでご期待ください。 

それから、またメールでですね。フォーラム 20＠VIC21.jp そちらにいろいろ意見

いただいても結構です。一緒にこの問題考えてまいりたいと思っております。 
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４ 閉会あいさつ 

 

臼井／それでは閉会の挨拶に移らせていただきます。本団体副代表平山 浩からご

挨拶させていただきます。 

 

平山／ 

 はい。ご紹介いただきました平山です。今日はお忙しい中、こんなコロナのなか

でご参加いただいてありがとうございました。しかも、長時間の間に渡って参加し

ていただいて本当にありがとうございます。 

 我々もこんな形でのフォーラムというのは初めての体験でしたので、いろいろ運

営面で不具合があったと思いますが、我々もこの経験を活かしてこれからの活動に

邁進していきたいと思います。 

 サポーター５万人キャンペーンという提案がありました。５万人が適切かどうか

はわかりませんが、サポーター数の地域格差の解消という課題があります。そのほ

か、アクセシビリティやサポート団体に関する課題が沢山挙げられました。今後、

本日のフォーラムに参加されたユーザーの皆さんやサポート団体のみなさまと連

携を深め、一緒に課題の解決に努めてまいりたいと思っていますので、ご協力をお

願いします。 

 今日はどうも本当にありがとうございました。 

 

臼井／ 

 はい。これをもちまして広島市視覚障害者情報支援センター創設 20 周年記念事

業「フォーラム 2020 ＩＣＴで視覚障害者の未来を拓く」を終了させていただきま

す。ご参加の皆さまありがとうございました。 
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A1付記 

A1-1 申し込み方法と参加者の偏り 

 今回は、Web フォーム、メール、電話の３つの方法で申し込み受付を行いまし

た。電話は、実質的に広島市内に限定されたものであった。また、Webフォームに

は、元来２つの問題があると思われます。一つはフォームの操作に対してそれな

りのスキルが必要と感じるユーザーが少なくないこと、２つ目は、Googleのロボ

ットチェックがあり、チェックに引っ掛かり音声を選んだ場合、ネイティブの英

単語を聞き取るという日本人にとって大きな障壁があります。 

 広島県の F 市の２人のユーザーから VIC ボランティアに Web フォームの操作が

うまくいかずに、フォーラムに参加できなかった旨の連絡がありました。また、

F 市在住でフォーラムに参加された方は８人でしたが、その８人のスキルについ

て調べたところ、ほんとんどの方がボランティア登録をされており、それなりの

スキルを持っておられると推測されました。 

 つまり、申し込み方法によっては特定のスキルレベルのユーザーの申し込みが

制限されますので、すべてのスキルレベルのユーザーが申し込みできる方法を準

備することが重要です。 

 

A1-2 接続テスト 

 接続テスト班は、フォーラム当日の 10時から 3名で対応しました。会場は 1人、

遠隔でのサポートは２人が担当しました。会場の１名が電話での問い合わせに個人

の携帯で対応し、遠隔の２人はメールの問い合わせに対応しました。スタッフが離

れてのサポートですので、もう 1 チャンネル別に用意した zoom 会議でやりとりを

行いましたが、このような別チャネルの連絡ツールが必ず必要と思いました。 

 主な内容は会議参加のための招待メールが届いていないというものでした。また、

PC トーカー系のメールソフトで招待リンクを開けないというものもありました。

それぞれ対応方法を案内し、メールのフィルターなどが原因と疑われるものについ

ては、個人メールからリンクを送り直す事で受け取りができました。他にも、リン

クを開いたが表記が英語のページでよくわからないというものもありました。それ

は入口となるリンクの位置を案内しました。なお、会議開始以後は問い合わせ電話

が入る事はありませんでした。 

 振り返っての反省点は、会場での接続テスト体制づくりの時点で時間が取られ、

落ち着いたサポートが出来なかったことです。電話に応じきれなかったものもあっ

たかと思います。接続サポートは当日行うとしても、接続テストという事であれば

やはり数日前にやっておくべきだったのではないかと思いました。招待メールが届

いていない方を何らかのやり方で事前に確認できていれば双方にとってよかった

のではないかと思いました。また、事前に本番と同じ環境で予行演習しておく事が

必要だったと思います。 

 

A2 付票 

A2-1 レジュメ 

A2-2 プレゼン資料 

A2-3 参加者の属性集計 

A2-4 フォーラム案内 


