
Webアクセシビリティとは

日本は高齢社会を迎え，高齢者の

インターネット利用も年々増えていま

す．また，障がい者もPCやインター

ネットを駆使して仕事をしている人が

大勢います．世代や障がいの有無を問

わず，Webを利用して情報が得られる

こと（Webアクセシビリティ）は，近

年ますます重要になっています．

Webの特徴を確認するために，

Webと新聞とを比較してみましょう．

新聞の文字や写真が小さいと感じる人

は虫メガネ（拡大鏡）を使って文字を

大きくできます．しかし，全盲の人は

新聞の文字を読むことができず，他人

に読んでもらうしかありません．一方，

Webでは，Webブラウザなど何らかの

情報機器を使用しなければ情報を得る

ことができませんが，これは逆に言う

と各々その人に合った情報機器を利用

すれば情報が得られるということにも

なります．

例えば図１のように，目の見えない

人でもWebの内容を合成音声で読み

上げる音声読み上げソフトを使えば，

他人に頼まなくても自力で情報を得る

ことができます．これはWebの大きな

特徴であり利点です．また，音声以外

にもWebは情報をさまざまなかたちに

変更して表示することができます．携

帯電話で表示することもできますし，

点字ディスプレイで点字に変換して表

示することもできます．文字を拡大し

て表示することもできますし，画面が

まぶしいと感じる人はハイコントラス

トモード（白黒反転）で表示すること

もできます．マウスが使えない人はそ

の人に合った入力方法を使うことがで

きます．

このように，さまざまな情報機器を

使って１つのWebコンテンツを利用す

ることができます．Webは使う人にとっ

て最適なかたちに変換することができ

るのです．新聞では高齢者向けには文

字を大きくして印刷する必要があるか

もしれません．しかし，高齢者向けの

Webデザインでは文字をあらかじめ大

きくしておく必要はなく，文字を大き

くすることができる，大きくしても問

題のないWebデザインとすればよいの

です．

ただし，このような変換がうまくで

きないと，表のようなWebアクセシビ

リティの問題が発生します．Webコン

テンツを利用する状況は，情報を音声

で伝える場合，文字を表示する場合，

文字を拡大表示する場合などさまざま

な状況が考えられます．これらの場合

ICTデザイン設計・評価技術

NTT技術ジャーナル 2011.612

Webアクセシビリティ診断技術

図１　Webアクセシビリティとさまざまな情報機器 
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高齢社会を迎えた今の日本では，世代や障がいの有無を問わず，Webを利
用して情報が得られること（Webアクセシビリティ）が近年ますます重要に
なっています．本稿ではWebアクセシビリティの概念とその問題を紹介しま
す．さらに，アクセシビリティに配慮されたWebデザインであるかを判定す
る診断技術についても併せて紹介します．
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に，表の具体例に示したような問題が

発生します．さらに，全盲の人はマウ

スが使えませんので，キーボードだけで

操作できるWebデザインである必要が

あります．キーボードで操作できるデ

ザインとなっていれば，キーボード以外

のさまざまな入力機器にも対応するこ

とができます．

また，色に関するWebアクセシビリ

ティの問題は，情報を音声で伝えると

きだけでなく，白黒プリンタで印刷す

る場合や，Webを使う人の色覚特性

によっても同じ問題が発生します．こ

れらの問題を考慮したWebデザインが

必要です．

Webアクセシビリティの標準化

最近では，Webアクセシビリティの

問題に対して，どのようなWebデザイ

ンをすれば良いかをまとめたガイドライ

ンがつくられ，標準化されています．

現在，世界的に使われているガイドラ

インは，W3C（World Wide Web

Consortium）がつくったWCAG（Web

Content Accessibility Guidelines）

2.0です（1）．WCAG 2.0は欧米の規格

や法律にも取り入れられ，全世界の標

準になっています．

日本でもWCAG 2.0を取り入れて，

日本工業規格JIS X 8341-3が2010年

８月に改正されました（2）．JISの主な

特徴は以下の２つです．

① 基準が明確であるため，基準が

達成されているかの試験が可能で

ある

② HTMLなどの特定の技術に特

化していない

JISの１番目の特徴は試験可能であ

ることです．表の具体例には文字色と

背景色のコントラストが低いと文字が

読みづらいという問題がありました．そ

れでは具体的にどの程度のコントラス

トがあれば十分なのでしょうか．JISに

はコントラストの計算式が掲載されて

おり，結果が4.5：１以上でなければ

ならないという基準があります．この

明確な基準によって客観的にアクセシ

ビリティの試験を行うことができます．

２番目の特徴は，具体的なWeb技

術が規格本文に書いていないというこ

とです．Web技術について規格本文に

細かく書いてしまうと，技術の進歩が

速いために，新しい技術に対応できな

くなります．規格本体はWeb技術が進

歩しても使えるような表現とし，具体

的な技術については関連技術文書を参

照するようになっています．

W3Cでは関連技術文書を作成・更

新していくことでWeb技術の進歩に対

応することにしています．JISでも

WCAG 2.0の関連技術文書を参考に

することになります．WCAG 2.0関連

技術文書の日本語訳など，JISを使う

うえで参考になる技術資料の整備は情

報通信アクセス協議会ウェブアクセ

シビリティ基盤委員会で行われてい

ます（3）．

Webアクセシビリティ診断技術

Webアクセシビリティに配慮した

Webを作成するためには，アクセシビ

リティ上の問題があるかを調べ，あれ

ばそれを修正する必要があります．ア

クセシビリティの観点からWebに問題

があるかどうかを調べる技術を，Web

アクセシビリティ診断技術と呼んでい

ます．私たちはJIS原案作成，ウェブ

アクセシビリティ基盤委員会（3）の活動

に参加することでJISに関する理解を深

め，JISに基づいた診断技術の研究開

発を進めてきました．これまでも診断

表　Webアクセシビリティの主な問題の具体例

状　況

情報を音声で伝
える

問題の具体例 対処方法

画像の説明がないと，画像の代わりに，ファイル
名が読み上げられ，どのような画像なのか分から
ない

画像を説明するテキス
ト（代替テキスト）を
付ける

情報を音声で伝
える

「赤い文字が現在の株価です」と読み上げられる
が，どこが赤い文字か音声では分からない

情報を区別するために
色以外の説明も加える

情報を音声で伝
える

表はソースに書かれた順番に読み上げられるの
で，「時間，場所，11時，横須賀，…」と読み上
げられ，意味が分かりづらい

読み上げて理解できる
順番になるように作成
する

文字を表示する
文字色と背景色のコントラストが低いと，文字が
読みづらい

コントラストが高い色
の組み合わせを使う

文字を拡大表示
する

文字を拡大すると，タイトルと本文が重なってし
まい読みづらい

拡大しても問題がない
ように作成する

キーボードだけ
で操作する

Tabキーを押してフォーカスを移動していくと，
一部分に閉じ込められ，抜け出せない

フォーカスが移動でき
るように作成する



ツールの開発を進めていましたが（4），（5），

JISの改正に合わせて診断内容を変更

しました．アクセシビリティにあまり詳

しくない人でも簡単に診断ができるよ

うに，診断の手順をまとめた診断手順

書と，自動診断や確認を促す診断ツー

ルを開発しました．

図２に診断手順書と診断ツールの関

係を示します．診断手順書の診断項目

の中には機械的に診断可能な自動診断

項目と，人が判断しなければならない

要確認項目があります．例えば，画像

に説明のテキスト（代替テキスト）を

付ける場合，画像が何を表現している

かは機械には分かりません．この場合，

人（診断者）が画像と代替テキストを

見比べて判断する必要があります．山

の写真に対して「海の写真」という代

替テキストであれば，代替テキストが

画像の内容を示していないため，JIS

の基準を満たしていないと判断します．

診断手順書は診断ツールを使用した

診断手順をまとめています．診断ツー

ルの診断メッセージや診断ルール番号

と対応が取れるようになっており，診

断ツールと併せて使うと効果的です．

また，表形式を用いて診断項目が一覧

できるようにしてあります．診断項目

の並べ替えやフィルタリングを行うこ

とができるようにし，診断時の使いや

すさに配慮しています．

診断ツールはサーバにインストール

して，Webブラウザで表示して使用し

ます．そのため，インストールが不要

で，すぐに使用することができるのが

特徴です．診断ツールのトップページ

で診断対象となるWebページのURL

を入力すると，WebページのHTML

ファイルやCSSファイルを診断ルール

に基づいて診断します．

診断ルールは診断手順書の診断項目

からつくられています．そして診断の

結果，HTML要素ごとに，適合，不

適合，要確認の３種類のいずれかの結

果が表示されます．

適合，不適合個所は，それぞれJIS

の基準を満たしている個所，満たして

いない個所です．さらに，要確認個所

は人による診断が必要な個所です．診

断ツールにより提示された確認個所に

ついて，診断者が診断を行います．診

断手順や判断の基準は，診断手順書

に詳細に記載してあります．

診断ツールはさまざまな形式で結果

を表示します．診断結果の概要を示す

点数表示，診断項目に対応する抽出

個所数，HTMLソース内での抽出個
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図２　診断手順書と診断ツールの関係 
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所のハイライト表示，Webページ表示

画面内での赤枠での表示です．画像の

代替テキストは，画面内表示の画像と

ソース内表示での代替テキストとを比

較することで診断することができます．

さらに診断ルールごとに解説ページを

儲けました．解説ページを参照するこ

とでアクセシビリティをより深く理解

することができます．

Webアクセシビリティ診断技術は，

図３のような利用シーンを想定してい

ます．自治体等のWeb運用者は，JIS

に対応したWebサイト構築を開発責任

者に依頼します．開発責任者はWeb

制作者に対してJIS対応を指示します．

Web制作者のWebコンテンツ制作時

やWeb運用者への納品前の確認に，

診断技術を利用します．アクセシビリ

ティに配慮したWebコンテンツの制作

に役立てていただこうと考えています．

今後の課題

Webアクセシビリティが普及しない

大きな原因は，配慮の方法が分からな

いことと，診断にコストがかかること

です．人が診断するのは手間がかかり

ますし，専門的な知識も必要になりま

す．私たちは人間中心設計の考え方に

基づき，診断作業を行う人を対象に観

察やインタビューを行って，その結果

を基に改良を重ね，診断プロセスの効

率化の検討を進めています．

一方で，診断コストがかかるからア

クセシビリティに配慮しないのではな

く，配慮するのが当たり前という意識

を広めていく必要があります．私たち

はNPO法人ウェブアクセシビリティ推

進協会の活動に参加し，JISを中心と

したWebアクセシビリティの普及に取

り組んでいます（6）．そして，すべての

人がネットワークの利益を享受できる

社会をつくるために，Webアクセシビ

リティ診断技術の研究開発を進めてい

きます．
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高齢者，障がい者を含め，さまざまな人
が集まって社会を構成しています．すべて
の人が平等にネットワークの恩恵を享受で
きることが重要です．Webアクセシビリ
ティのさらなる普及を目指して，診断技術
の研究開発を進めていきます．
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図３　Webアクセシビリティ診断技術の利用シーンの例 

⑥納品・SI

診断ツール 診断手順書 

④Web制作 

②JIS対応指示 
①サイト構築・ 
JIS対応依頼 

⑤納品前に診断 
JIS対応を確認 

Web運用者 Web開発責任者 Web制作者 

③制作時に診断 


