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活動報告１

iPhoneが視覚障害者のくらしを変える?

品川博之
Voice of i-見えなくても使えるiPhone

1.iPhoneに標準搭載されているアクセシビリティについて

iPhoneの初代モデルが発売されたのは2007年。画面読み上げ機能であるVoiceOverが登場

したのは2009年のiPhone 3GSからです。VoiceOverをオンにすることにより、画面の見えな

い人たちにとってもiPhoneが身近な存在となりました。

VoiceOverとはアクセシビリティ機能の一つで、その他にも聴覚障害者や上肢障害者向けの

機能も用意されています。

視覚障害者向けの機能としては、

・VoiceOver - スクリーンリーダー

・ズーム - 拡大

・色反転

・拡大鏡

などが含まれています。

2.コミュニケーションツールとしての役割

電話はライフラインの一つとして暮らしの中で重要な役割を果たしています。FAXが登場し、

固定電話から携帯電話へと通信方式も変わり、文字や画像のやり取りが双方向で行えるように

発展してきました。それに伴って、音声のやり取りから、文字や映像など、多種多様な情報を

交換できるようになってきています。

iPhone や Android のスマートフォンが普及したことにより、コミュニケーションの手段は

増えて、ライフラインとしてより大きな役割を果たしています。障害の種別を超えた会話、翻

訳アプリを使っての他言語の話者との情報交換など。

人との会話だけでなく、スマート家電やスマートリモコンを利用することにより、家電製品

とのコミュニケーションも取れるようになってきています。

3.センサーの塊

iPhone には多くのセンサーや機能が搭載されていることにより、電話だけでなく、パソコ

ンとは別の使い方が期待できます。

・近接センサー - 通話中のスピーカーフォンの自動切換えなど。

・環境光センサー - 周囲の明るさに応じて画面の輝度を調整。

・3軸ジャイロ - 写真撮影時の手振れ補正、画面の縦横切り替え。

・加速度センサー - 歩数計などへの利用。

・地磁気センサー(コンパス)

・気圧センサー

・GPS

・NFCリーダー・ライター

・LiDARスキャナー - 物体までの距離を測定。
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・カメラ

・マイク

4.支援機器の役割を果たしてくれるアプリの登場

カメラやGPS機能を利用したアプリは、視覚障害者にとっては生活を便利に、より豊かにし

てくれる存在です。

・光検出アプリ

・色検出アプリ

・画像認識アプリ

・文字認識アプリ

・デイジー図書・点字データ再生アプリ

・コミュニケーション支援アプリの代表例

「UDトーク」 音声を文字に変換してくれるアプリ。

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

「Voice4u AAC」 アイコンをタッチしてメッセージを伝えるアプリ。言語障害のある人など

に有益。https://apps.apple.com/jp/app/voice4u-aac/id339916109

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

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

5.iPhoneによって変えられた価値観

これまで駅の券売機、銀行のATMなどのタッチパネルは視覚障害者にとっては大きなハードル

でした。タッチパネルの製品を使えるということがもっとも価値観を変えられたことと言えます。

・世間一般で注目されている製品と同じ物が使える

・音楽、動画、金融などのサービスを利用しやすくなった

・旅行には身軽に出かけることができるようになった

・グローバル端末であるため、世界中の視覚障害者と同じ使い方ができる

・マイクロボランティアの存在

6.活用していく上でのお役立ち情報サイト

・Appleサポート 電話：0120-277-535 https://getsupport.apple.com/

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

・ Apple Accessibility (Aa) 案 内 ペ ー ジ - 情 報 交 換 メ ー リ ン グ リ ス ト

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

・AppleVis-アップル製品について視覚障害者が情報共有しているオンラインリソース(英語)

https://www.applevis.com/

・Drafts about A11Y - 全盲のICTライターによる世界のアクセシビリティニュースを発信

するブログ http://accessibility-tech.blogspot.com/

・情報機器関連資料 日本ライトハウス情報文化センター-VoiceOver のジェスチャ一覧ファイルなど

http://www.lighthouse.or.jp/iccb/publications/index_publications/jyohokiki/

・Voice of i -- 見えなくても使える iPhone(ゲートウェイ) - 筆者のブログ

http://voicei.seesaa.net/

http://voicei.seesaa.net/
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活動報告２

画面読み上げソフトの将来に期待すること

御園 政光
慶應義塾大学・NVDA ヘルプデスク

1.画面読み上げソフトとは何か

目が見えない・見えにくい人の PC やスマホ利用は、画面情報を合成音声や点字に変換し

て出力する「画面読み上げソフト」（以下、スクリーンリーダー）を用いている。画面に表示

された様々な情報を取得し、使い手（ユーザー）に音声や点字で伝える仕組みを持っている。

スクリーンリーダーを使用して画面にアクセスする場合、キーボードで操作したり、画面

上を直接触れることにより操作する。キーボードではタブキーやウインドウズキーやオルト

キー・コントロールキーなどの拡張キーを用いたり、これらのショートカットキーの組み合

わせで操作できる。指で直接画面に触れた場合は、指の下にある項目を合成音声で説明した

りサウンドで伝えたりで操作できる。

スクリーンリーダーの主な役目は画面内容を読み上げることに加え、キーボードや画面タ

ッチなどから入力される情報と、画面の状態が変化したときの状態変化をユーザーに伝える

ことである。Windows 用として各社より発売されているが、これらの情報をどのように読み

上げるか、音声の音色、対応アプリケーションの違いで差別化を図っている。

2.スクリーンリーダーに求められる機能

1)文字情報:キーボードから文字を入力したときや画面に表示された文字（文章）を読み上げ

ること。

2)画像情報:画面に表示された画像の説明をすること。

3)文字や画像の書式情報:文字フォントの書式情報や画像のレイアウト情報を説明すること。

4)文字や画像の配置情報:文字（文）がどのように段落で配置されているか、画面・ページに

対してどのように存在しているかを説明すること。

5)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たかを情報を説明すること。

6)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、特別な操作が必要か、あるいは操作できない項目かを説明すること。

7)選択した項目の有効と無効:選択した項目が有効な状態で何らかの実行ができる場合に説

明すること、無効になっている場合に説明すること。

8)画面表示や遷移状況:現在どの画面を開いているかや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せつめいをすること。

3.OSごとの対応状況

1)Windows

国内で最も普及しているのは「PC-Talker」である。無料の「NVDA」も使われている。企業

で導入される業務用としては JAWS が知られている。

Windows に最初から組み込まれたスクリーンリーダーとしてナレーターがある。ナレータ
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ーは上記3つと同等の機能を有している。

2)Mac

Macは OSに標準搭載されたボイスオーバーのみである。Windowsのキーボード操作環境と

は異なり、画面に対するアプローチという視点が強い。

3)iOS

iOSは OSに標準搭載されたボイスオーバーのみである。画面タッチに対する読み上げ方の

工夫が細かく行われている。キーボード入力にも対応。

4)Android

Androidは「TalkBack」がOS標準である。いくつかのベンダー製もあるが、日本語対応に

課題がある。

4.画面読み上げソフトの課題

1)OSに組み込まれたスクリーンリーダーの日本語の読み上げが不十分であること。

キーボードで漢字変換を行う場合、入力してからスペースキーを押すことにより変換候補を

表示することができるが、日本語に対応したスクリーンリーダーは漢字の「詳細読み」が必

須である。ナレーター*1やMac*2のボイスオーバーはこれらの変換候補の詳細読みが不十分

である。また、左右の矢印キーによる移動時など、一文字ずつのレビューをしたときに漢字

の詳細読み上げ機能が機能しないことがある。

2)ゲームアプリやオーサリングツールへの対応ができない。

3)ウェブやPDFのアクセシビリティの課題。

5.画面読み上げソフトの将来

・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ことが望ましい。

・WindowsではナレーターやNVDA、Macではボイスオーバー。

・日本語点字表示も正しく表示できるようになること。

*1 20H2(OS ビルド 19042.572検証済み)

*2 Mac OS 10.15(Catalina)

参考資料

・PC-Talker(高知システム開発) https://www.aok-net.com/screenreader/

・NVDA日本語版(NVDA日本語チーム) https://nvda.jp

・JAWS日本語版(Extra) http://www.extra.co.jp/jaws/

・ナレーターの詳細なガイド (Microsoft) https://support.microsoft.com/ja-

jp/windows/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4

%B0%E3%81%AA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-e4397a0d-ef4f-b386-d8ae-c172f109bdb1

・VoiceOverユーザガイド(Apple) https://help.apple.com/voiceover/mac/10.15/

・視覚のアクセシビリティ(Apple)

https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/

・Android で TalkBack を使ってみる(Google)

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=ja

https://www.aok-net.com/screenreader/
https://nvda.jp/
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活動報告３

日本視覚障害者ICTネットワークのアクセシビリティー向上の取り組み

辻 勝利
日本視覚障害者ICTネットワーク（JBICT.NET）

団体概要

日本視覚障害者ICTネットワーク (JBICT.Net) は、日本国内の視覚障害者の情報通信技術

(ICT) の利用環境の向上を目的とした活動を行っています。

一般にICTという言葉は、文字通り情報・通信に関連する様々な技術を差して使われる言

葉です。JBICT.Netにおいても、パソコンや携帯電話、Webサイトのみに限らず、ICTを活

用している家電製品などのハードウェア、そしてこういったハードウェア上で動作するソ

フトウェアに広く注目しています。こういったICTが、視覚障害者にとっての使いやすさ

を考慮して設計、開発されることは、私たち視覚障害者が社会生活を営む上で不可欠にな

っています。

その一方で、私たち自身がICTに関する正しい知識や利用スキルを身につけることも大変

重要です。JBICT.Netは、ハードウェアやソフトウェアのアクセシビリティーの改善を促進

すると同時に、視覚障害者の知識やスキルの向上を目指した活動を行っています。

運営スタッフ

 伊敷 政英 (いしき まさひで)

 小川 敏一 (おがわ としかず)

 高橋 倫花 (たかはし ともか)

 高橋 玲子 (たかはし れいこ)

 辻 勝利 (つじ かつとし)

 中根 雅文 (なかね まさふみ)

現在の活動

 Podcastによる視覚障害者関連情報の提供

 毎年のサイトワールドでICT関連機器やサービスを発表している出展者への取材と

Podcastでの情報発信

 視覚障害者に関連のありそうな情報をニュースクリッピングで提供

 製品やサービスに関するレポート記事の公開

 今後の活動予定

 視覚障害があるICTユーザーや、ユーザーの支援を行っている人々の間での情報交換

を目的とした、オンライン・フォーラムの運用

 既存製品の改善を目指した要望のとりまとめと提案
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 製品開発者によるユーザビリティー・テストへの協力など、製品開発に協力すること

ができる人材の育成

 視覚障害者のICT利用に関する教育のためのガイドライン等の策定

私たちが考える課題

1. 視覚障害者の就労・就学支援

a. 就労・就学する視覚障害者に対する主にICT面での情報提供

b. 就労・就学先のICT環境に関する分析および改善提案

2. 視覚障害者が直面している課題やニーズの把握

3. アクセシビリティー改善のための提案

4. 課題解決に必要な啓発活動

5. 行政やサービスなどの提供者へ向けた働きかけ

6. 製品などの評価

7. 情報環境における点字利用の促進

8. 製品評価のための人材提供

9. 開発者向け情報の提供

10. アクセシビリティー分野での人材育成

11. 視覚障害者のICT教育のガイドラインの作成

問い合わせ先

 日本視覚障害者ICTネットワーク（JBICT.NET）ホームページ https://jbict.net/

 問い合わせフォーム： https://jbict.net/contact

 辻勝利： tsuji@jbict.net
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活動報告４

シビックテックによる支援技術の導入の試み

石崎 浩太郎

Code for Hiroshima

1.団体紹介

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ボランタリーコミィニティです。エンジニア以外に、地域活

動をしてる人、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

爆都市として、過去を振り返り、未来の平和について考えます。

技術を使ってつくる人(開発者)、つく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つに東京都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と拡がっています。

シビックテックについての説明

シビックテック（Civic Tech）とは、シビック（Civic：市民）とテック（Tech：テクノロジ

ー）をかけあ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をいいます。

2.活動紹介

これまでCode for Hiroshimaが取り組んだサービスの紹介になります。

・PeaceWeek Hiroshima-Nagasaki

被爆地広島・長崎で行われるピースイベント (平和に関するイベント)の情報を検索することが

できるWebサービスです。広島と長崎では、7月中旬から8月にかけて、たくさんの平和のため

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てること

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ました。

・5374.jp

いつ、どのゴミが収集されているのか？このアプリを使えばすぐに分かるように、目的と使い

方をとてもシンプルにデザインしました。

ひろしま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知されるサービスとなっていま

す。5374サービスもCode for Kanazawaが最初に取組み今は全国80箇所へ展開されています。

オープンデータとは

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複製・加工や

頒布などができるデータをいいます。
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3.現在取り組んでいること

・ユニバーサルマップに関する取組み

誰にでも優しい地域案内情報として視覚障害者・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。平和公園周辺の歩道推奨ルートを重点的に

「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います。

・ユニバーサルマップの基礎データは「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もと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。

・基礎データの集め方

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、気になるような箇所は

スマートフォンのカメラで現物写真を撮ったりします。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つながっています。

・オープンデータの活用

広島市が公開している２次利用可能な情報「オープンデータ」

公共施設や史跡の情報が緯度経度情報が付加されたカタチ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。

4.応用データ

・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。

・広島市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ります。地下街へ降りるためのエレベーターへの導線

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ります。

5.今後の取組みについて

・基礎データ仮説検証の実施

整備した基礎データを元にサービスのプロトタイプを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つくって行きたいと

考えてます。

・検証事業へのエントリ

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ます。

・ユニバーサルマップサービス実現

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ます。
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活動報告５

就業支援の方法と成果 ～ 現状とSPANの取り組み ～

北神 あきら
特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク(SPAN)

＊視覚障害者の就労状況

・視覚障害者の新規就職率は、身体障碍者全体とほぼ同じ水準。

身体障害者全体：44.2%、視覚障害者：44.9%、重度視覚障害者：46.5%

(平成27年度 ハローワークにおける障害者への職業紹介状況)

・重度視覚障害者の就職件数の割合は、あはき業が6割以上を占めている。

あはき業：63.6％、運搬・清掃など：10.7％、事務的職業：9.8％、サービス：5.0％、

機能訓練指導員・理学療法士：3.9％、生産工程：2.7％、その他：4.3%

(厚生労働省が、日本盲人会連合に対して提供した「公共職業安定所における視覚障害者へ

の職業紹介状況（平成27年度）」)

・上記のほか、民間の職業紹介会社による就労事例もあるが、詳細は不明。

・毎年、1 万人以上の人が中途視覚障害者となっていて、その中には就労中の人も少なくな

い。

・視覚障害者となったため退職する人も少なくないと思われるが、詳細は不明。

・就労はできたが、仕事がないなど、就労環境がよくないケースもあると思われる。

・ヘルスキーパーなどでは、コロナの影響で自宅待機や職種転換を求められているケースも

ある。

＊視覚障害者が受けられる職業訓練・就労支援

・公的な機関としては、国立2か所、職業能力開発校6か所で職業訓練が受けられる。(注1)

・そのほか、全国各地の自治体や民間が運営する機関でも職業訓練を実施している。

・在職者への職業訓練は、国立2か所と東京しごと財団が実施する在職者訓練(注2)がある。

・自治体によっては、就労移行支援を在職者も利用できるようにしているところもある。

・ジョブコーチ制度(注３)もあるが、視覚障害者に対応できるジョブコーチはほとんどいな

い。

(注1)国立の訓練期間は、埼玉県所沢市の国立職業リハビリテーションセンターと、岡山県加

賀郡吉備中央町の国立吉備高原職業リハビリテーションセンター。職業訓練校は、仙台、

東京、神奈川、大阪、広島、福岡の６か所。

(注 2)公益財団法人 東京しごと財団が東京都からの委託を受けて実施する在職者を対象と

した職業訓練。受講条件は、東京都内に在勤、または在住の障害者。

(注3)ジョブコーチは職場適応援助者のことで、配置型(障害者職業センターに所属)、企業在
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籍型(障害者が勤務する企業に在籍)、そして訪問型(支援機関に所属)があり、SPANは訪

問型ジョブコーチによる支援を実施している。

＊現在のSPANの取り組み

・東京しごと財団の在職者訓練を実施。

・ジョブコーチによる支援を実施(2021年からは2名体制)。

・企業からの委託により、就労する視覚障害者への研修を実施(有料)。

・個人からの依頼による職業講習を実施(有料)。

・実務に有用と思われるテーマでのパソコン講座を実施(有料)。

・上記2点は通信アプリを利用した遠隔でも実施。

・資格取得(日商PC検定2・3級)支援コースの実施(遠隔・有料)。

・東京のほか、仙台、札幌、神戸で視覚障害者就労促進事業を実施(助成金、寄付金を活用)。

・Windows、Office、Microsoft TeamsなどのマニュアルをWebサイト上で公開。

・導入した立体イメージプリンター(注4)を活用した多角的な就労支援を実施。

(注4)立体イメージプリンター「EasyTactix」。専用用紙にインクジェットプリンターで印刷

し、それを EasyTactix にかけることで着色された部分を膨らませて触覚で文字や図形、

また地図などが確認できるようにするもの。パソコンから直接 EasyTactix にデータを送

って作成することもできる。

＊現状の課題

・全国の主要都市で質の高い職業訓練が受けられる体制づくりが急務。

・中途視覚障害者に対しては、職業訓練を含む継続就労への支援体制作りが必要。

・通信アプリを利用した遠隔での訓練など、柔軟な就労支援が求められている。

・職業訓練機関の間での情報交換と連携が必要。

＊今後のSPANの取り組み

・SPANは、今後も自らが持つ経験と資源を活用しながら就労支援に取り組んでいく。

・同時に、新技術にも対応できるような支援方法へのアプローチも続けていく。

・また、遠隔での支援を充実させることで、全国どこからでも支援が受けられるようにして

いく。
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活動報告６

これまでの ICT 支援活動と課題

志摩 撤郎
広島市視覚障害者情報支援センター

1 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

健常者の場合は、キーボードを使う場合、目で見てキーを入力することができます。視覚障

害者の場合は、目が見えないためにそれができません。視覚障害者は、キーボードでパソコ

ンを操作する以上、キーボードのキーの配置を知り、更に自由に目的のキーが入力できるよ

うになって初めてパソコンを操作する準備ができたことになります。

○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

当時、健常者向けのパソコン教室は、多々ありましたが、マウスを一切使わず、スクリーン

リーダーの使い方を教えてくれるパソコン教室はありませんでした。それでは、なければそ

の場所を作ろうではないかと、20年前に本会のボランティアグループができました。

2 情報障害

○いつも制限のかかった情報、遅延された情報だった

当時、朗読されたテープや点訳された点字の本がありましたが、それらは、必ず欲しい情報

ではなかったり、情報も朗読や点訳していただくために手に入れるまでに日数がかかりまし

た。リアルタイムな情報、生きた情報、例えば、今日のテレビやラジオの番組表などを手にい

れることは不可能な状態でした。

本会は、新聞のテレビやラジオの番組欄を放送局等に交渉して、会員にメールで配信するこ

とをいたしました。

○健常者と視覚障害者とのコミュニケーションツールが電話程度しかなかった

健常者は墨字(活字)を使い、視覚障害者は点字を使います。健常者は点字が読めない、視覚

障害者は墨字が読めないので、文書によるコミュニケーションができません。なので、声に

よるコミュニケーションということで電話程度しか方法がありませんでした。

3 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

パソコンを使うと、漢字カナ交じり文を読み書きできるようになるので、メールを介して健

常者とコミュニケーションができるようになりました。

○ネットを使ってリアルタイムな情報を得ることができるようになった

今では、インターネット回線を使って世界中の情報をリアルタイムに得ることができるよう

になりました。

○ネットを使って一人で選んで買えるようになった

ネットを使うと、時間を気にせずウインドウショッピングができるようになり、情報量も比

較にならないほど得ることができるようになりました。気に入るものがなければ、必要のな

いものを買うことも必要ありません。また健常者と同じ土俵で、欲しい物が安く買えるよう

になりました。

○ネットを使って情報を発信できるようになった

ホームページやブログなどを作成することができるようになりましたので、いろいろな情報
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を健常者と同じように発信することができるようになりました。

○健常者と視覚障害者のサポーターの連携

健常者のサポートは、音声を疎かにしがちで画面をみてサポートする傾向があります。視覚

障害者のサポートは音声を重視し、画面に関するサポートが難しくなっています。

音声パソコンは、画面ではなく音声を頼りにパソコンを操作するものですので、弱視に対し

てのサポートは健常者、視覚障害者のサポートの連携が重要になってきます。

4 行動障害

○持って歩ける。場所がわかる。ヘルプが出せる。

ここ数年、視覚障害者にもスマートフォンが普及してきました。特にiPhoneは、最初から「ボ

イスオーバー」と言うスクリーンリーダーが入っているので、視覚障害者の中でも多くの方々

が使っています。パソコンとスマートフォンの利点は一長一短ありますが、概ねパソコンで

できることはスマートフォンでもできるようになりました。

スマートフォンの大きな利点としては持ち歩きが簡単なこと、GPS やカメラ機能があること

でしょう。GPS 機能を使うことによって視覚障害者の歩行ナビアプリが益々発展してゆくで

しょう。また、Seeing AIや Be My Eyes のようにカメラを使った視覚障害者に有益なアプリ

もたくさんでてきました。

○iPhoneサポートの課題

点字ブロックマップを作成し iPhone で活用できるようにするために開発部を発足しました。

本会もパソコン同様 iPhone のサポートにも重点をおいています。iPhone を活用した歩行支

援は益々発展して、これから更に重要になってきますが、そのサポートは、安全面やまだま

だ未知の部分が多く、課題が山積しています。

身近な課題として、iOSの大型Updateでは、メニュー体系が変わり、ボランティアとしてサ

ポートに戸惑ったり、アクセシビリティーに配慮されていないアプリに対してのサポートを

どうするかなど、様々な問題があります。

5 就労支援

○日商PC検定取得

音声パソコンを使って日商 PC 検定３級まで取得することができます。Excel も Word も

PowerPointも音声パソコンで使えます。

○スキルアップのサポート

広島の障害者用職業学校では、毎年３名の資格取得者がでています。職業訓練を受けて、資

格などを得ても、即就職に繋がらない場合、得たスキルを維持するためにもボランティア活

動やICT支援活動に活用することができないだろうか。

6 団体連携

○不可能が可能に、未来が現実になってきた

２０年前のことを思うと情報障害も行動障害も当時から想像できないほどに改善されてき

ました。ただし、その恩恵を受けている人たちは、パソコンやスマートフォンが使える人達

です。大きなボランティアグループや支援施設などがある地域は恩恵を受けやすいですが、

そうでない地域の方々との地域差が生まれています。

○情報とノウハウの分散を連結しよう

困った時にどこに情報を求めたら良いのでしょう。地域格差をなくすにはどのようにしたら

よいのでしょう。そのためにも、ボランティアグループの横の繋がり、異業種との横の繋が

りが大事になってきます。そして、大きなポータル的な場所が必要となってきます。
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□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）

昨今の視覚障害者を取り巻くICT環境を顧みますと、キャッシュレス決済の促進、Go To eat、

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

やパソコンが使えることを前提とした施策が展開されています。さらにディジタル庁が設置さ

れますと ICT 弱者である視覚障害者と健常者との格差がますます広がることが懸念されます。

一方、「生活のしづらさ調査」(厚労省,2016年)では、パソコンを使っている視覚障害者の割

合、スマートフォンを使っている人の割合は、それぞれ、21.9%, 38.4%と低く、ICTを利用で

きない視覚障害者が潜在化していることがわかります。また、地域別にみますと、ICT 支援機

関やボランティア団体がない地域もあり、同じ視覚障害者に間においても地域的な格差が生じ

ています。

「ディスカッション」では、視覚障害者のICT操作スキルと知識の向上やアクセシビリティ

の改善について、会場やオンライン参加の方のご意見等をもとに活発な議論を行います。さら

に、今回は特にICTサポート団体やサポーターのみなさまにも参加いただいていますので、ICT

サポートのあり方についても議論を深めていきます。

このフォーラムが視覚障害者にとって実り多いものとするため、ここで議論されたアイディ

アは、個人として、また、団体として実践していきたいと考えます。

□ICT相談・入会案内

フォーラム閉会後、会場では ICT 利用に関する相談コーナーと入会案内の場を設けています

ので、お立ち寄りください。

・ICT相談コーナー

スクリーンリーダーや各種アプリの使い方から、パソコンやiPhoneの購入に関する相談ま

でお受けします。本会の経験豊富なサポーターがアドバイスします。

・入会案内(https://vic21.jp)

会員は、現在28人です。会長をはじめ、視覚障害のある人が多数活躍しており、そのサポ

ートは特に全盲のユーザーから高く評価されています。視覚障害のある方も、ない方も奮っ

て入会ください。VICでは、次の３つの支援活動を中心に行っています。

-個別サポート活動：毎月第１日曜日、15:00から16:30。ユーザーの個別の要望に応えて、

サポーターが一対一でアドバイスを行います。

-ユーザー向け講習会：毎月ではありませんが、第１日曜日、13:00 から 15:00。また、７

月、８月に夏季講習会を開催します。今年度の夏季講習会テーマは、「オンラインミーティ

ング」「iPhoneを用いたフードデリバリーサービスの活用」「キャッシュレス決済」でした。

-訪問サポート：会場に来ることができないユーザーのため、訪問をしてサポートを行います。

一方、会員においては、毎月第１日曜日、10:00から12:00に運営会議を行います。また、

午後にはボランティアのスキルの向上を目的に研修会を開催しています。


