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1

本日のスケジュール

1. 実証実験の概要紹介　（15分）

2. ウェブアクセシビリティについて　（50分）

• ウェブアクセシビリティとは

• ウェブアクセシビリティ確保のポイント

　　＜休憩＞

3. J-WASを使ったウェブアクセシビリティ向上
の実際　（50分）

　 　　＜休憩＞

4. 質疑・意見交換／今後の取り組みについて
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１．実証実験の概要紹介
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“ウェブアクセシビリティ”の定義

　 高齢者や障害者など、心身の機能に制約の

ある人でも、ホームページで提供されている

情報に問題なくアクセスし、利用できること。
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ウェブアクセシビリティへの取り組み

総務省（旧郵政省）における取り組み

– 平成11年、郵政・厚生共同研究会で「アクセシブルな

ウェブコンテンツの作成方法に関する指針」を発表

– 平成１２年度、ホームページ点検・修正システム開発

平成１３年度　実証実験スタート

高齢者・障害者にお
いてもインターネット
利用が広がる

どのような人でも、ホーム
ページの情報に問題なく
アクセスできることが重要

【背景】 【課題認識】

【これまでの取り組み】
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アクセシビリティの世界的な動向

• ウェブアクセシビリティは、世界的は課題。

アメリカ

政府調達基準として、ウェブアクセシビリティを盛り込む

– リハビリテーション法508条で、2001年6月以降連邦政府は、障害者等

に配慮した製品を購入・使用することが義務付けに。ウェブも対象とな
り、現在、連邦政府のすべてのホームページはアクセシビリティが確保
されている。

ＩＳＯ

ウェブアクセシビリティの国際規格化が進行中（ＩＳＯ16071）
– ウェブを含むソフトウェアの設計における、高齢者や一時障害を含む、視

覚、聴覚、運動、認知等の能力低下のある人に配慮する規格が検討中。
ここ１～２年で規格化に。
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ウェブアクセシビリティの基準化の例

ＷＡＩ

（World Wide Web Consortium）

– WWWで用いられる技術（HTML等）の標準化と推進
を目的とする国際学術研究機関。

（Web Accessibility Initiative）

– ウェブアクセシビリティについて専門に研究して
いるW3Cの下部組織。

Ｗ３Ｃ

ＷＣＡＧ 1.0 （Web Content Accessibility Guidelines 1.0）

– 1999年5月、W3C勧告。

– アクセシビリティレベルを3段階（「A」「AA」 「AAA」
に整理。満たすべき条件（14項目）を提示。

ガイドライン策定

米 ５０８条
– 2000年改正において、連邦政府機関がウェブ

で提供する情報についても、一定レベル以上の
アクセシビリティを満たすことを義務付ける。
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ウェブアクセシビリティの点検ツール例

• 自分の作成・公開しているホームページが、基準を
満たしているかどうかを点検するソフトウェア

Ｂｏｂｂｙ
– 障害者向け情報技術開発・普及に取り組む、米国のNPO「CAST」が提供。

– WAIのWCAG1.0に従って、ウェブアクセシビリティをチェックし、問題点を見
つけてレポート。

Ａ－Ｐｒｏｍｐｔ
– トロント大学とウィスコンシン大学が共同で開発。

– WCAG1.0に従ってウェブページの問題点を見つけてレポートするほか、発
見した問題点を解決する手順も提供。

ｉ－Ｃｈｅｃｋｅｒ
– 日本ＩＢＭが開発・提供。日本語で使用可。

– 読み上げソフトできちんと読み上げられるかどうかを中心に、基本的な項目
をチェック。
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既存の点検ツールの課題

• 日本語化
– 米国で開発されたものが多く、説明書きが英語。

• 日本語文字コードへの対応
– 日本語ページを点検すると文字化けが発生。

• 日本固有の課題の存在と対応
– 漢字かな混じり文の日本語では、英語の場合と同列に
扱えない課題が多々存在。

– 日本では、普及が進むモバイルからのインターネットア
クセス時の配慮も重要。
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日本固有の課題　－日本語表現を中心に－

• 同音異義語
– ”市立”と”私立”は、両方とも「しりつ」と読まれ区別が付かない。

• 複数の読みと意味を持つ漢字
– ”～の方”が、「～のほう」ではなく「～のかた」と読まれてしまう。

• 難解な漢字
– 読み上げが難しい。文字種の多さ、難易度の存在は他にも影響。

• 外来語、略語、造語
– 特にネット世界では、高齢者等になじみ難い用語を多用。

• 複数の文字コード
– ３種類のコード体系の存在、２バイトコードの使用による文字化け。

• 英文との表記の違い
– 文節区切り、分かち書き（単語区切り）等の違いにより、ＷＡＩが提唱している

点検の方法がそのまま使えない。
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J－WASの開発　（平成１２年度）

• 総務省（旧郵政省）では、こうした課題解決を目指し、
J－WASの開発に着手。

• 電気通信アクセス協議会では、ウェブアクセシビリティ
作業部会を設置、日本語の課題等について検討。

総務省総務省総務省総務省
（旧郵政省）（旧郵政省）（旧郵政省）（旧郵政省）

J－－－－WAS開発チーム開発チーム開発チーム開発チーム
（松下電器）（松下電器）（松下電器）（松下電器）

電気通信ｱｸｾｽ協議会電気通信ｱｸｾｽ協議会電気通信ｱｸｾｽ協議会電気通信ｱｸｾｽ協議会
ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ作業部会ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ作業部会ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ作業部会ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ作業部会

アドバイス

開発委託オブザーバ参加

アライド・ブレインズアライド・ブレインズアライド・ブレインズアライド・ブレインズ
通信機会工業会（通信機会工業会（通信機会工業会（通信機会工業会（CIAJ））））

事務局協力

研究委託
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電気通信アクセス協議会のご紹介
• 電気通信アクセス協議会　http://www.ciaj.or.jp/access/

– わが国の電気通信を障害者・高齢者を含む全ての者が円滑に利用可能なものとする（アクセシビリ
ティを確保する）ことを通じて、我が国の電気通信の均衡ある発展のために活動する組織です。

– 設立： 平成１０年１１月１９日、任意団体

– 構成員： （提供者側）通信事業者・団体、通信機器メーカー・団体、

（利用者側）高齢者・障害者団体等、学識経験者・専門家、

（オブザーバー）総務省、厚生労働省

• ウェブアクセシビリティ作業部会
– 日本独自の課題にも配慮した、ウェブコンテンツのアクセシビリティ確保の方策について専門的に検

討するため、電気通信アクセス協議会の下に平成１２年９月、ウェブアクセシビリティ作業部会を設置。

– 構成員： 学識経験者・専門家、高齢者・障害者団体

（オブザーバー）総務省、厚生労働省

– 平成１２年度の活動内容：

• ウェブアクセシビリティにおける日本独自の問題の検討

• 別途総務省が開発に取り組むアクセシビリティ点検・修正システムが実現すべき機能について
の提言

• 具体的なウェブアクセシビリティのあり方についての検討

– 平成１３年度の活動方針：

• 総務省が実施する実証実験に対する支援、助言

• 実証実験結果および実験期間中に発生した課題等の検討

• ウェブアクセシビリティシステム（J－WAS）の機能改善の提案
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アクセシビリティ支援システム「J-WAS」

• アクセシビリティを総合的に支援する、３つ
の機能を提供。
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①点検・修正支援機能　（ウェブ制作者向け）

• ウェブページのHTMLを点検し、問題点をレポー
トする機能。

• 問題点を修正する手順を提供する機能。



14

②アクセス支援機能　（高齢者・障害者向け）

• できるだけ利用しやすい形に自動変換する機能。

• どんなウェブでも変換が可能。

■変換項目

　・色、文字の大きさを変更
　・フレームを非フレームに変換
　・難しい用語に解説を付与　
　・音声に変換（音声合成読み上げ）
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③アクセシビリティ体感機能

• 一般のインターネット利用者に、さまざまな環境
でのウェブの見え方、伝わり方を再現して提供。

• なじみのない「ウェブアクセシビリティ」への理解
を深めてもらう。

テキストブラウザでのウェブページ表示。

音声読み上げソフトでのウェブページの

読み上げ。

色覚異常についての解説ページ。
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J－WASの特徴

ＷＣＡＧ1.0に準拠

対象ＨＴＭＬを詳細にチェック
（一般ＰＣ向け105項目、携帯向け36項目）

日本語の言語特性の対応

携帯電話向けコンテンツに対応

利用者のレベルに応じた目標設定
が可能
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実証実験への取り組み　（平成１３年度）

• J-WASを多くの人に実際に使っていただき、シス
テムの有用性や機能・使い勝手を評価し、改善
につなげる。

• 実証実験を通じて、ウェブアクセシビリティの重
要性についての認識を広め、アクセシビリティの
高い日本語ウェブページをできるだけ増やす。

実証実験の目的
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実施体制
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実証実験の詳細情報とJ－WASの利用

• 実証実験公式ページ「みんなのウェブ」

• http://www.jwas.gr.jp/

ここから利用者登録
をお願いします。
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２．ウェブアクセシビリティについて
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２-1．ウェブアクセシビリティとは
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「ウェブアクセシビリティ」とは何か？

　 高齢者や障害者など、心身の機能に制約の

ある人でも、ホームページで提供されている

情報に問題なくアクセスし、利用できること。

そのためには、、、

ウェブ提供者が高齢者や障害者の利用に
配慮したホームページを制作すること
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高齢者・障害者に配慮したホームページづくり

高齢者・障害者は、どのようにホームペー
ジを利用しているのか？

高齢者・障害者がホームページを利用す
る際に、どのようなことが問題となるのか？

• 高齢者や障害者のホームページ利用の実態を
理解することが第一歩。
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高齢者・障害者のインターネット利用

0.7%

8.2%

14.5%

11.1%

3.0%

7.8%

0.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

知的障害児・者

(肢体不自由)

(音声・言語障害)

(聴覚障害)

(視覚障害)

身体障害者全体

高齢者

高齢者・障害者のインターネット利用率

（出所）郵政研究所調べ（高齢者及び身体障害者については平成10年1
月、知的障害児・者については平成11年3月の調査結果）

• 障害者・高齢者のインターネット利用は、年々広
がっています。
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障害者にとってのホームページの重要性

特に障害者にとってホームページは
社会との大切な接点となっています

• ホームページは高齢者・障害者にとって、重要な
情報源になりつつあります。
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新聞・雑誌、行政広報等
・録音テープ版
・点訳版

その他書籍
・対面朗読サービス
・録音図書

障害者にとってのホームページの重要性

• 特に、視覚障害者にとっては、入手できる情報が
格段に広がりました。

これまでの情報入手

情報を得るまでに時間がかかる

他人の力を借りる必要がある

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる情報入手

晴眼者とほぼ同じタイミ
ングで情報が得られる

自分で情報を検索したり、
自分の好みの情報を得
られる
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高齢者・障害者のホームページ利用実態

• 高齢者や障害者の立場に立って、ホームページ
の問題点を考えてみましょう。

• 取り上げる例は、実際に起こる問題のごく一部で
す。

① 全盲の人の場合

② 聴覚障害の人の場合

③ 肢体不自由の人の場合

④ 色覚異常の人の場合

⑤ 高齢者の場合
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① 全盲の人の場合－利用環境

• 「音声読み上げソフト」や「点字ディスプレイ」など
を利用しています。

• これらの補助装置では、ウェブのテキスト情報し
か扱えません。

（画像出所：http://education.3com.co.jp/reference/osakafu_m/） （画像出所：こころWeb）

点字ディスプレイを利用している様子音声読み上げソフトを利用している様子
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① 全盲の人の場合－ウェブの問題点

• 問題のある例①　（画像だ多用されており、情報が伝わりにくい）

• 問題のある例②　（主要な文章にたどり着くのに、時間がかかる）

• 問題のある例③　（文章の段組が適切でない）

•画像などに代替テキストが入っていないと、
どのような画像があるのか知ることができ
ません。

•ページの全体像をつかむことが、容易で
はありません。

•テーブル（段組）が適切でないと、文章が
正しく伝わりません。
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② 聴覚障害の人の場合

• 利用環境は健常者とほぼ同様です。

• 問題となるのは、ウェブで提供されている音の情
報です。

– 問題のある例　（音声でのみ提供される情報がある）　

•音声つきのムービーでは、字幕や代替テ
キストによる解説がないと、内容が十分に
把握できません。
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③ 肢体不自由の人の場合

• マウスやキーボードがうまく利用できない人がい
ます。

• マウスやキーボードの機能を、補助装置で代替
している人もいます。

•フラッシュなどのマルチメディアコンテンツ
の中にあるリンクは選択できません。
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④ 色覚異常の人の場合

• ある色の組み合わせの判別がつかない、判別し
にくい人がいます。

• 色だけに頼ったナビゲーションなどは、理解でき
ないケースがあります。

– 問題となる例　（色だけに頼ったナビゲーション）

•色覚異常者が識別しにくい色の組み合わ
せがあります。

•色に意味がある場合、色以外にも区別す
る情報がないと違いがわかりません。
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⑤ 高齢者の場合

• 白内障の人の場合は、視力の低下だけでなく色
覚にも変化があり、青系統の色の識別が難しくな
ります。

• IT関連の言葉や新語は不得意な人も多く、複雑
な操作の習得も負担になります。

•視覚・聴覚・色覚に衰えが生じるため、視
覚障害者・聴覚障害者双方と共通の問題
が発生します。
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ここまでのまとめ

1. みなさんのウェブサイトは、高齢者や障
害者も利用してます。

2. ウェブサイトの作り方によっては、高齢者
や障害者が健常者と同じ情報を取得す
ることが困難な場合があります。

• 障害者が利用する補助装置によっては、情報が伝
わらない場合があります。

• 身体条件により、操作が困難だったり、画面や文章
の認識が難しい場合があります。

ウェブ提供者が高齢者・障害者の利用に配慮した
ウェブコンテンツを制作することが大切
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　　　２－２．ウェブアクセシビリティ
　　　　　　　　　　　　　　確保のポイント
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ウェブアクセシビリティを確保するには

『ウェブアクセシビリティ確保の指針』に
基づいたウェブ制作を行うことが基本

• 高齢者・障害者に配慮したウェブを実現す
るには、具体的にどのようにしたらよいか？
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ウェブアクセシビリティの指針の例

WAI （Web Accessibility Initiative）
－ 「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン

（WCAG1.0）」

国内で策定された指針
－ 「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコン

テンツ制作方法に関する指針」（平成11年　郵政省・厚生省（現

総務省、厚生労働省）による）
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WCAGが示す　14の指針

1. 情報表示の代替手段を用意する

2. 色だけに依存しない表現を使う

3. 正しいマークアップとスタイルシートを使う

4. 文書で使用する自然言語を明示する

5. テーブル（表）は適切に表示・表現できるように記
述する

6. 新技術を使えない利用者にも配慮する

7. 時間的に変化する内容は利用者が制御可能にす
る
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WCAGが示す　14の指針

8. 埋め込みオブジェクト（プラグイン）等もアクセシ
ビリティをきちんと持たせる

9. 装置に依存しない設計をする

10. 古いブラウザ向けにも、暫定的な解決策を用
意する

11. W3Cの技術と指針を利用する

12. 文脈や文書の流れを理解するための情報を整
備する

13. 明確なナビゲーションの機能を用意する

14. 簡潔・明瞭な文書で情報を提供する
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ガイドラインの正しい理解

　【ガイドラインに対する誤解】

– アクセシビリティの高いウェブを作るには、テキストだ
けで、画像や映像を使わないことを奨めている。

　【ガイドラインの正しい理解】

– 画像やマルチメディアファイルを使っていても、より多
くの利用者が情報を得られるようにする、制作方法を
示している。

××××

○○○○

ウェブアクセシビリティの も重要なコンセプト

情報伝達 保証
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アクセシビリティ確保　4つのポイント

1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）

4. 理解しやすい

　　識別しやすい
配色や表現を心がける

4. 理解しやすい

　　識別しやすい
配色や表現を心がける

2.構造的でわかりやすい

文章の記述

2.構造的でわかりやすい

文章の記述
3.正しい文法・用法の

HTMLの記述
（特に構造タグの正しい適用）

3.正しい文法・用法の
HTMLの記述

（特に構造タグの正しい適用）

アクセシビリティ
の優先度

高い

より高い

文章や表現でｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨを確保 HTMLの記述でｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨを確保

1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）

((((※アライド・ブレインズ作成※アライド・ブレインズ作成※アライド・ブレインズ作成※アライド・ブレインズ作成))))
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1. 情報表示の代替手段を用意すること

① すべての非テキストコンテンツ（音声や画像
等）に同等の意味を伝える代替テキストを
用意する。

② 特定の利用環境からでは利用できない可
能性のある技術には、代替手段を用意する。

画像
Flash等のマルチメディアファイル
Javaスクリプトやアプレット等

フレーム　　　　（→noframes要素を提供 ）

PDFファイル　 （→HTML等代替文書を提供）
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非テキスト要素の代替手段の提供方法

A) 非テキスト要素の“ａｌｔ属性”に、短い代替
テキストを付ける

　　　　　実現例） <img src=“bass.jpg” alt=“コントラバス”>

B) 長い説明を要する場合は、本文中もしく
は別のファイルで、非テキスト要素と同じ
レベルの情報を提供する。
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代替テキスト“alt属性”の効果

• alt属性は、画像などが表示できないブラウ
ザなどでは、画像の替わりに表示されたり、
読み上げたりする。

通常のブラウザでも、画像を表示しない設定にする
と、alt属性の効果がよくわかります。

• alt属性がない場合

• alt属性を付けた場合
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不適切な代替テキスト

• 代替テキスト（alt属性）があっても、内容が
不適切で、アクセシビリティの向上につな
がっていないケースが非常に多い。

適切な代替情報を提供することがポイント

• 不適切な alt属性の例
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代替テキストの役割

• 代替テキスト（alt属性）は、画像の存在を示すた
めのものではありません。

【適切でないａｌｔ属性】

alt =“タイトル画像”

【適切なａｌｔ属性】

alt =“障害者用・日本語予測

入力ソフト「ピート」ウェ
ブコミュニティー”

画像情報の伝達を保証する alt属性 にする

××××

○○○○
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代替テキストの例

alt =“会社ロゴ”

【適切でないａｌｔ属性】 【適切なａｌｔ属性】

alt =“アライド・ブレインズ”

alt =“次へ”

60

35

0 10 20 30 40 50 60 70

男性

女性

（％）「はい」と回答した人

alt =“「はい」と回答した
人：男性60％、
女性35％”
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alt属性と説明テキストの使い分け

• なんでも alt属性に入れればよい、というわけで
はありません。

（画像出所：http://www.ricoh.co.jp/ecology/ecotoday/1/source/mt2.html）
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alt属性と説明テキストの使い分け

【例】

• alt =“スチール缶とアルミ缶のリサイクル過程の図”

＜あき缶のリサイクル過程の説明＞

スチール缶のリサイクル過程
１．溶解精錬工程。電気炉で1600度に溶かします。

２．鋳造工程。解けた鋼鉄を長方形に固めます。
３．圧延工程。1200度以上に加熱し、棒状に延ばします。

４．製品・再利用。建築・土木資源の棒鋼として使用します。

アルミ缶のリサイクル過程
・・・

＜あき缶のリサイクル過程の説明＞

スチール缶のリサイクル過程
１．溶解精錬工程。電気炉で1600度に溶かします。

２．鋳造工程。解けた鋼鉄を長方形に固めます。
３．圧延工程。1200度以上に加熱し、棒状に延ばします。

４．製品・再利用。建築・土木資源の棒鋼として使用します。

アルミ缶のリサイクル過程
・・・

＜あき缶のリサイクル過程図の説明＞

※別のページとして説明文をリ
ンクする。もしくは本文中に
解説する
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代替テキストを空欄とした方がよい場合

• ワンポイントで画像を使う場合や、特に意味をも
たない場合は、 alt属性をスペースにしてもかま
いません。

商品の説明 　　　　 商品の申込 　　　 問い合わせ先

例）

（出所：JEITAこころWeb）

alt =“　” alt =“　” alt =“　”

注）意味のない画像（ｽﾍﾟｰｻｰ）場合でも、alt属性は付けてください。 alt属性がないと、
“image”などシステム側で自動的に付与する文字が表示されてしまい、内容が

わかりにくくなるケースがあります。
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非テキスト要素に“ヒント”を出したい場合

• 画像等にヒントを出したい場合は、title属性を利
用してください。

• title属性は、HTMLのほとんどの要素に指定で
きます。

（参考）

記述例）

<img src=“bass.jpg” alt=“？”
　title=“空白に調べたい用語を
入力してください”>

※ただし、この例の場合、ヘルプ情報をこのような形式で提供すること自体があまりよいことではないので、ご注意ください。
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アクセシビリティ支援システムの活用

1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）1.情報表示の代替手段を用意すること　（基本）

4. 理解しやすい
　　識別しやすい

配色や表現を心がける

4. 理解しやすい
　　識別しやすい

配色や表現を心がける

2.構造的でわかりやすい
文章の記述

2.構造的でわかりやすい
文章の記述

3.正しい文法・用法の
HTMLの記述

（特に構造タグの正しい適用）

3.正しい文法・用法の
HTMLの記述

（特に構造タグの正しい適用）

アクセシビリティ
の優先度

高い

より高い

文章や表現でｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨを確保 HTMLの記述でｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨを確保

「アクセシビリティ支援システム」を活用し
効率的にアクセシビリティを確保
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アクセシビリティ支援システム「J-WAS」
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ここまでのまとめ

1. ウェブアクセシビリティの重要なコンセプトは
「情報伝達の保証」をすることです。

2. ウェブアクセシビリティを確保するには、ガイ
ドラインに従ってウェブを作ることです。

3. 代替手段の提供は、ウェブアクセシビリティ
の基本です。情報伝達が保証されるような
代替情報を提供しましょう。

4. 効率的にアクセシビリティを確保するために、
アクセシビリティ支援システムを活用してく
ださい。
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休　憩
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３．J-WASを使った
ウェブアクセシビリティ確保の実際



57

アクセシビリティのレベル

優先度

 

日本独自に定義

した優先度 

 

優先度

 

コンテンツ制作者

が満たさなければ

ならない優先度 

 

優先度

 

コンテンツ制作者

が満たすべき優

先度 

 

優先度

 

コンテンツ制作者

が満たすべきこと

を望まれる優先

度 

 

(17 項目) (21 項目) (55 項目) (19 項目)

Ｂ 対象    

Ａ 対象 対象   

ダブル A 対象 対象 対象 対象 

トリプル A 対象 対象 対象 対象 

• Ｊ-ＷＡＳでは、４つのアクセシビリティ・レベ
ルを設定。

低限『レベルＢ』は、どんなサイトでも必要
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修正手順修正手順

J-WASを使ったアクセシビリティ実現フロー

① ウェブぺージの
問題箇所を点検

① ウェブぺージの
問題箇所を点検

② 修正支援機能を
使って修正

② 修正支援機能を
使って修正

③ テキストエディタ等
でHTMLを直接修正

③ テキストエディタ等
でHTMLを直接修正

④ 修正後のページを
再点検

④ 修正後のページを
再点検

インターネット上の
ウェブサイト

J-WAS 作業者

対象ページ対象ページ

ログイン

目標レベルの設定

点検手順点検手順

自動点検

手動点検

点検結果の確認

修正支援項目の確認

修正支援機能による修正

修正結果の保存修正結果の保存 保存したﾍﾟｰｼﾞ保存したﾍﾟｰｼﾞ

テキストエディタ等
での直接修正

テキストエディタ等
での直接修正

修正方法の参照

修正後ページ
（更新）

修正後ページ
（更新）

対話式作業による点検対話式作業による点検

対話式作業による修正対話式作業による修正

サーバへのアップ・更新
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利用できるウェブページが限られます

HTMLに基本的な文法ミスがあると、正しく点検できない

場合があります

作業途中の状態を保存しておく機能がありません

作業途中で、ブラウザの「戻る」機能を使用することはで
きるだけ避けてください

作業手順がわかりにくい場合があります

エラーが発生した場合は、J-WASにログオンしなおすな
どの対処が必要です

J-WASを利用する際のお願い

• まだ十分に使い勝手がよくありませんがご容赦く
ださい。
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点検の作業手順

① 点検前の準備 対象とするウェブページのＵＲＬを確認します

② ログイン・
点検条件の設定

J-WASにログインし、目標レベル等を設定します

③ 自動点検

④ 手動点検
　　マークが表示されている項目すべてについて、一つ

ずつJ-WASからの問い合わせに回答します

⑤ 点検結果の確認と
問題点の把握 レベルの判定を確認し、問題点を把握します

http://was.jwas.gr.jp
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修正の作業手順

① 修正前の確認 点検手順で　　マークが残っていないか確認します

② 修正支援項目の
確認

J-WASで修正できる項目を確認します

③ 修正支援機能
による修正

④ J-WASでの修正
作業の終了

修正項目を一つずつ対話式に修正します
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修正結果の保存・再点検手順

① 修正結果の保存 J-WASで修正を行ったHTMLを保存します

② テキストエディタ等
での直接修正

J-WASでは修正できなかった項目やあえて修正しなかっ
た項目を必要に応じて修正します

③ウェブサイトへの反映

④ 再点検
目標とするアクセシビリティレベルが達成できているか、

J-WASで再点検します

⑤音声読み上げによる
確認

「アクセシビリティ体感機能」を利用し、修正したウェブ
ページが正しく音声読み上げできるか確認します

修正後のHTMLファイルをアップロードします
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使い勝手の改善予定

• 10月中旬までに、？マークの場所を特定しやすく
する等の改善を予定しています。

• 本年12月頃に、J-WASの使い勝手などに関する
アンケート調査を行います。お気づきの点は、ぜ
ひとも聞かせてください。来年度に向けた改修に
役立てます。
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今後お願いしたい取り組み
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サイトをリニューアル際のお願い

• ウェブアクセシビリティは、ウェブをデザインする
時点から配慮して制作したほうが容易。

• サイトをリニューアルする際に、要求仕様として
盛り込むのが効果的。

HTML 4.01 Strict　に準拠した記述

スタイルシート等で、文章の構造と表現を分
けること

低限以上のウェブアクセシビリティの確保

【例】
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４．今後の取り組みについて
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実証実験の取り組み内容
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実証実験へのご協力のお願い

• 福岡市での、今後の取り組み

９月

１０月

１１月

１２月

講習会　開催講習会　開催

講習会　開催

交流会　開催交流会　開催

アンケート実施アンケート実施

ウェブ制作者側 ウェブ利用者側

J-WASでウェ

ブを点検し
てみる

J-WASでウェ

ブを修正し
てみる

実験参加協
力企業・団体
のウェブサイ
トを見る

J-WASのア

クセス支援サー
ビスを利用し
てみる

協力企業・団体の実験参加イメージ

J-WASシステム改修／平成14年度実証実験へJ-WASシステム改修／平成14年度実証実験へ

・
・
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福岡市での利用者側団体の紹介

• 「Webアクセスを考える会」（http://thinkman.cup.com/）

– 社会の各方面に対し視覚障害者のパソコン利用の現状を訴え、
ユニバーサル・デザインに依る情報のバリアフリーに配慮したＷ
ｅｂサイトの製作に理解と協力を求め、Ｗｅｂアクセシビリティーの

向上を図る事を目的として結成。

• 「シニアネット福岡」（http://www.seniornet.gr.jp/）

– 平成11年11月発足。現在、15歳から84歳まで約300名の会員。
今年実施された福岡市の”I T講習会”には､アシスタントとして協
力。

– 本年8月、特定非営利活動法人（NPO)に認定。
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交流会までの取り組みの具体例

• ご自身のホームページを、高齢者や障害
者の立場に立って見直してみてください。

① 高齢者や障害者の立場に立って、自社のホームページ

が使いやすくできている見直す

② 視覚障害者・高齢者団体との「交流会」に参加し、自社

のページの問題点を指摘してもらう

③ 指摘された問題点と、自社で検討した問題点を比較し、

修正方針を検討する

④ Ｊ－ＷＡＳを利用し、技術的な問題点をチェックする
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改善成果の申告のお願い

• 実証実験では、みなさまが改善に取り組まれた
成果を、ホームページでご紹介します。

「みんなのウェブ」から申告が

できます。

一部のページだけでも結構で

す。できるところから、ウェブア

クセシビリティへの取り組みを

お願いします。
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お問い合わせ先

• 実証実験全体に関するお問い合わせ

– 総務省情報通信政策局情報通信利用促進課
E-mail： office@jwas.gr.jp
電　話：　03-5253-5743

• 仙台市での取り組みに関するお問い合わせ

– 仙台市企画局情報政策部情報企画課
E-mail：kik002070@city.sendai.jp 

　 電　話：022-214-1250

• J-WASシステムに関するお問い合わせ

– アライド・ブレインズ株式会社
E-mail：support@jwas.gr.jp
電　話：03-5285-1775　


