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4 旅客施設における工夫事例 

4-1 弱視者の視点から見た工夫事例 

 弱視者へのアンケートやヒアリングにおいて、「使いやすかった」、「鉄道事

業者が工夫している」例として回答のあった事例を以下に示す。弱視の中で

も見え方には個人差があることや、同じ施設や機器であっても、その設置さ

れている駅の規模・周辺環境、施設配置等も異なるため、ここであげた事例

が必ずしも全ての人にとって良い例とは限らない。また、あくまでアンケー

ト及びヒアリング調査で意見を伺った弱視の方々の意見を踏まえたもので、

現行基準との適合等は考慮に入れていない。 
 
4-1-1 券売機 
 

【事例①】 

・券売機周辺に大きくて見やすい表示を設置している。券売機がかなり

目立っており、分かりやすい。  
（対応課題：設置場所が分かりにくい。文字は大きめに表示してほしい。） 

 

 
図 4-1 大きな表示により見付けやすい券売機 
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【事例②】 

・遠くからでも券売機の存在が分かるよう、大きな文字で券売機の表示

をしている。  
（対応課題：設置場所が分かりにくい。） 

  

図 4-2 大きな表示により見付けやすい券売機 

 

【事例③】 

・切符の種類に応じて券売機壁面の色を区別している。 
 

  
図 4-3 切符の種類に応じて壁面の色を変えている券売機 
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【事例④】 

・金銭投入口や切符取出口に黄色の縁取りが施されている。 
 

（対応課題：券売機のお金を入れる場所があまり目立たないため分かりにくい。） 

  

図 4-4 金銭投入口・切符取出口を黄色で縁取っている券売機 
 

【事例⑤】 

・券売機横の目に付きやすい位置に使用方法を示している。 
  
（対応課題：券売機の操作が困難。ボタン配置等が鉄道会社や機種により違うた

め、使用に戸惑う。） 

  
図 4-5 券売機間に使用方法が設置された事例 

 

※「同位置に運賃表や路線図が 

設置されていれば便利」という

意見も聞かれた 
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4-1-2 運賃表 
 

【事例①】 

・券売機と券売機の間の近づいて見ることができる低い位置に当駅から

の運賃と所要時間が表示されている。目線の位置で確認することがで

きる。   
（←対応課題：券売機の上など高い位置にある運賃表は、弱視者には見えない。） 

 
図 4-6 券売機間に運賃表が設置された事例 

 

（参考） 

  
図 4-7 券売機横に路線図＋運賃表が設置された事例 
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【事例②】 

・点字と墨字の間隔が比較的離れており読みやすい。 

・ひらがな標記であるため、読みやすいものと思われる。  
（←対応課題：点字運賃表に併記してある文字が小さい上に点字と重なって弱視

者には見にくい。） 
 

  
図 4-8 券売機間に使用方法が設置された事例 

（参考） 
点字と墨字が重なっている運賃表 
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4-1-3 改札口 
 
【事例①】 

・乗り換え専用の改札機と改札入口までの床面に同色のテープを貼り誘

導を行っている。 

・路面表示の色と改札機が同色であるため、一体感があってさらに分か

りやすくなっている。   
（対応課題：改札口の入口と出口の区別が付きにくい。特に、乗り換え専用等、

使い分けしているものは分かりにくい。）  
・ａ駅 

  

 
・ｂ駅 

  
図 4-9 床面及び改札機に進入方向を示した改札口 
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【事例②】 

・進入できない側の改札機に進入禁止のマークが貼られている。 
  
（対応課題：改札口の入口と出口の区別が付きにくい。）  

 
図 4-10 進入禁止マークの設置により進入可否を示した改札口 

 
 

【事例③】 

・切符の投入口付近に進行方向の矢印が表示されている（LED表示）。 
  
（対応課題：改札口の入口と出口の区別が付きにくい。） 

  
図 4-11 切符投入口付近にＬＥＤで進入方向を示した改札口 
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【事例④】 

・柱を活用して精算機の位置を表示している。改札機に向かう場合、精

算機が目に付きにくい位置にあるため分かりやすい。   
 

 

図 4-12 柱を活用した案内表示（精算機） 
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4-1-4 階段 
 
【事例①】 

・段鼻部の色や舗装を変えることにより、段鼻を明示している。 

・段鼻部に踏面とは異なる色のタイル等が埋め込まれた施工となってお

り、新設・改良時に対策が取られたものと考えられる（このタイプは階

段全長にわたって明示されているものが多い）。   
（対応課題：階段の段差が見分けにくく（段鼻の識別が困難）、踏み外す危険が 

ある。特に縁取りのない白や灰色等の単一色、またはレンガ模様等 
の場合、段差を見分けにくく非常に危険である。） 

 

・ａ駅                ・ｂ駅 

   
 

・ｃ駅                ・ｄ駅 

    
 

図 4-13 段鼻部を階段全長にわたり異なる色で明示した事例 
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【事例②】 

・段鼻部の両端部や全体にテープを貼り、段鼻を明示している。 

・既設の階段にシールを貼り付けたもので、改良等の大規模な工事を伴

わずに対応した事例である。 
 
・シールの貼り方として、「階段端部のみに設置」したタイプや「階段の

初めと終わりは階段全長にわたって設置」したタイプなど駅によって

様々な対応が取られている。 

（※現行規定では「全長にわたって」段を明示することとされているが、各事

業者の判断でシールの貼り方にも様々なタイプがある。また、弱視者の中

でも見やすさに対する評価が異なる。以下の事例は対応が取られている一

例として紹介したものである。）  
（対応課題：階段の段差が見分けにくく（段鼻の識別が困難）、踏み外す危険が 

ある。特に縁取りのない白や灰色等の単一色、またはレンガ模様等 
の場合、段差を見分けにくく非常に危険である。） 

 

・ｅ駅                ・ｆ駅 

   
・ｇ駅                ・ｈ駅 

   
 

図 4-14 階段端部のみにシールが貼られた事例 

（ただし、階段新設時にタイル等で全長にわたり明示が施されている） 
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・i駅                ・ｊ駅 

   
 

図 4-15 階段端部・階段の一段目と最終段は全長にわたってシールが貼られた事例 

（一段目と最終段以外の段鼻部には明示なし） 

 

【事例③】 

・足元の位置（手すり下部）に照明が設置されている。 
・上部からの照明であれば、通行する本人の影で足下が暗くなる場合が

あるが、足下から照らすことで均一の明るさとなっている。   
（対応課題：階段付近になると暗い。足下が危険なはずなのに、他の通路より暗 

い場合がある。） 
 

  
図 4-16 手すり下部に照明が設置された事例 
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4-1-5 ホーム 
 
【事例①】 

・ホーム床面と柱の境界部分の色を変えることで柱の存在を目立たせて

いる。   
（対応課題：柱の認識が困難。ホームと壁と柱の色が似ていると、柱の位置が把 

握しにくくて歩きにくい。） 

 
図 4-17 床面と柱の境界部分を明示することで柱の存在を目立たせている事例 

 
【事例②】 

・柱全体を床面と異なる色とすることで、柱の存在を目立たせている。 
  
（対応課題：柱の認識が困難。ホームと壁と柱の色が似ていると、柱の位置が把 

握しにくくて歩きにくい。） 

 
図 4-18 床面と柱の境界部分を明示することで柱の存在を目立たせている事例 
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【事例③】 

・可動式ホーム柵やホームドアを設置し、乗客の走行車両への接近や転

落等の事故を防止している。  
（対応課題：プラットホーム上で移動中に誤って線路に転落する事故がある。） 

 

  
図 4-19 可動式ホーム柵を設置している事例 

 

 
図 4-20 ホームドアを設置している事例 
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【事例④】 

・可動式ホーム柵を設置し、ホームと車両との隙間や段差がほとんどな

い。  
（対応課題：列車乗降口とホームの間が広く空いている箇所や段差が生じている 

箇所は危険で怖い思いをする。） 

  
図 4-21 列車乗降口の隙間・段差が小さくしている事例 

 
【事例⑤】 

・ホームの柱に案内表示が目の高さに設置されており、エスカレーター

やエレベーター等の詳細の内容まで案内されている。  

  

図 4-22 (1) ホーム上の案内表示 
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【事例⑥】 

・ ホーム上で時刻表と現在時刻が同じ壁面に表示されている。 

・目の高さの位置にあり、さらに情報を一度に得られることから便利で

ある。 
 

 
図 4-22 (2) ホーム上の案内表示 
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4-1-6 エスカレーター 
 
【事例①】 

・進入方向を示す矢印を床面に設置している。 
 

（対応課題：エスカレーターの進入方向が分からない。） 
 

 
図 4-23 床面に進入方向を明示した事例 

 
【事例②】 

・床面と入口ゲート壁面の低い位置に進入可否の矢印を設置している。 
 

（対応課題：エスカレーターの進入方向が分からない。） 
 

  
図 4-24 床面とゲート壁面に進入方向を明示した事例 
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4-1-7 エレベーター 
 
【事例①】 

・エレベーター前の上に青い電光を設置し、エレベーターの存在を目立

たせている。→光っていて分かりやすい、少し離れた所でも分かる 
・同系色の矢印をエレベーターまでの床面に設置。  
（対応課題：エレベーターの設置場所が分かりにくい。）  

   

 
図 4-25 エレベーターまでの誘導を工夫している事例 
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【事例②】 

・外装はガラス張りであるが、出入口の扉のみが青色となっており、存

在に気付きやすい。   
（対応課題：ガラス張りのエレベーターは存在そのものに気付きにくい。存在が 

分からないためぶつかることがある。） 

 
図 4-26 扉に着色している事例 

【事例③】 

・全面ガラス張りで外部から内部が見える構造となっているが、色付き

のガラスと白のシールが貼られている。完全な透明ではないため存在

に気付かずぶつかることは少ないと考えられる。   
（対応課題：ガラス張りのエレベーターは存在そのものに気付きにくい。存在が 

分からないためぶつかることがある。） 

 
図 4-27 エレベーターの外装を色付きガラスとしている事例 
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【事例④】 

・床面にエレベーターの設置方向を示す表示が設置されている。 
 
（対応課題：エレベーターの表示が小さい。設置場所が分からない。） 

 
図 4-28 床面にエレベーターの設置方向を示した事例 

 
【事例⑤】 

・エレベーターの操作方法を点字と墨字で表示している。 
 
（対応課題：エレベーターの操作ボタンが使いにくい。） 

 

 
 

図 4-29 操作方法を設置している事例 
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【事例⑥】 

・操作ボタンの位置に階数（行先）と開閉するドアを表示している。 
 
（対応課題：エレベーターの到着階数が分からない。階数表示は目の高さにない 

と分からない。） 

 
図 4-30 エレベーター内の表示 

 
【事例⑦】 

・直角二方向型（通り抜け可）のエレベーターであり、乗車と降車の扉

が変わるが、扉横に説明書が貼られており、事前に確認することがで

きる。  
（対応課題：エレベーター出口の認識が困難。乗車と降車の扉が変わることがあ 

り、困る。） 

   

図 4-31 エレベーターの乗降に関する説明書が設置されている事例 



 4-21

【事例⑧】 

・エレベーターの種類別に行先を表示している。行き先を事前に確認できる。 
 
（対応課題：・エレベーターの行き先が分からない。） 

 

 
図 4-32 エレベーターの行先を表示している事例 
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4-1-8 トイレ 
 
【事例①】 

・柱を活用して目の高さにトイレの表示がされており、目に入りやすい。

・床面にトイレの方向を表示している。  
（対応課題：トイレそのものの表示が小さく発見できないことがある。設置場 

所が分かりにくい。） 

 

  

図 4-33 トイレへの誘導案内表示 

 
【事例②】 

・男女の表示が進入方向の壁面に貼られている。入る前に区別が認識で

きる。  
（対応課題：男女の区別が分からないことがある。） 

 

 
図 4-34 (1) トイレの男女区別表示 
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【事例③】 

・男女の区別をピクトだけでなく壁面の色で表示している。 

  

 
図 4-34 (2) トイレの男女区別表示 

【事例④】 

・男女の表示が人の大きさのピクトであり、遠くからでも分かりやすい。

またトイレの存在に気付きやすい。 

 
図 4-34 (3) トイレの男女区別表示 
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【事例⑤】 

・トイレ内のスロープ部分のみ異なる床面の色となっており、傾斜があ

ることに気付きやすい。 
 

 

図 4-35 スロープ部分を異なる色として目立たせている事例 
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4-1-9 車両 
 
【事例①】 

・車両番号が線路側の壁面に貼られている。設置場所がよい。 

（さらに、もう少し大きいサイズの表示であれば、より分かりやすくなると思

われる。）  
（対応課題：車両の停止位置が分からない。車両の連結部分をドアと間違えてし 

まうことがある。） 

 
図 4-36 線路側壁面に車両番号を設置した事例 

 

【事例②】 

・車両番号がホーム上の床面に貼られている。 
・ホームの床面に車両番号と連結部を示すラインが入っている。  

 

  

図 4-37 ホーム床面に車両番号と車両連結部を明示した事例 
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【事例③】 

・ホームドアに車両番号と停車位置を示すとともに、ドア幅の両端の床

面に矢印を設置している。 
 

 
図 4-38 ホームドアへ車両番号と床面へのドア位置を明示した事例 

 

 
図 4-39 車両出発時のみ足元を光らせて乗車位置を知らせている事例 

 
【事例④】 

・乗車扉に車両番号とドア番号を点字と文字で表示している。 
（対応課題：乗車した車両が何両目か分からない。） 

 
図 4-40 車内のドアに車両番号を明示した事例 

（参考） 
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4-1-10 共通（案内・表示関係） 
 
【事例①】 

・高い位置だけでなく、路面にも案内表示が設置されている。 

・目的ホームまでの誘導が文字と色の矢印で行われており、分かりやすい。  
（対応課題：案内表示が高い位置に設置されると見ることができない。案内板 

を見付けるまでに時間がかかってしまう。） 
 

 

  
図 4-41 通常の位置（高い位置）への表示   図 4-42 分岐地点における床面への表示 

 

・進行方向・行き先の床面への表示      

  
図 4-43 進行方向・行き先の床面への表示 
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【事例②】 

・「目の高さ」かつ「近づいて見ることができる」位置に設置されている。 
 

  

図 4-44 目の高さの位置に設置された表示 

【事例③】 

・表示のコントラスト、文字の大きさが大きくて見やすい。 

・設置位置が目の高さにあり、弱視者でも近づいて見ることができる。 

 
図 4-45 コントラスト、文字の大きさが見やすい表示 
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【事例④】 

・階段手前など、床面に方向を示す矢印が設置されている。 
 

  
図 4-46 床面へ設置された方向を示す表示 

 
【事例⑤】 

・手すりに進行方向が文字と点字により示されている。 

・「出口」と「のりば」とを色分けして示している。  
 

  

図 4-47 手すりへ設置された方向を示す表示 
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【事例⑤】 

・出口案内、構内案内図、乗換路線、エレベーターの位置等の案内が１

つの案内板に集約して表示されている。 

・各種案内が分散していないため、設置スペースを省略することができ

る。 
（対応課題：案内表示がどこに設置されているか分からない。） 

 
図 4-48 情報が集約された案内表示板 

【事例⑥】 

・改札階からホームへ上がる手前の位置に、目の高さに時刻と電車種別、

行先が表示されている。 
（対応課題：目的のホームが分からないことがある。） 

 
 

   
図 4-49 (1) ホーム手前に設置された行先表示板 
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図 4-49 (2) ホーム手前に設置された行先表示板 

 
【事例⑦】 

・表示のコントラスト、文字の大きさが大きくて見やすい。 
（対応課題：文字が小さいと読み取ることがむずかしい。文字の色、背景色と 

文字色との関係で見えにくいことがある。） 

 
図 4-50 コントラスト、文字の大きさが見やすい表示 

 



 4-32

【事例⑧】 

・案内表示の文字が大きくて見やすい。 

・a駅                ・ｂ駅 

   
・ｃ駅                ・ｄ駅 

  
図 4-51 文字が大きい表示 
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4-2 弱視者に考慮した対策・取り組み状況 

鉄道事業者 21 社に対し、視覚障害者を始め弱視者に配慮した対策や取り

組み状況についてアンケート調査を実施した。階段・段鼻への対策や表示・

誘導方法等について回答頂いた。 

 

4-2-1 階段・段鼻への対策 
（１）既設階段 

 既設階段にはシールの貼付や塗装等、大規模工事を伴わない比較的容易な

方法で対応している。使用する色や施工箇所は異なるものの、段鼻部を目立

たせるよう、踏み面との明度差が大きくなるよう工夫を行っている。 
現行規定では、「全長にわたって」段を明示することとされている。既設階

段においては事業者の判断で対応がなされており、現行の規定に適合してい

ないものもある。 
   

黒・黄・赤のシール（４社） 

 

黒・焦げ茶の塗装材（３社） 

 
黒のシール（３社） 

 

黄のシール（３社） 

 
その他、赤・黄のシール（1社）、具体の対策不明（1社）、特に対策を実施

していない（6社） 

段鼻部の黄シールに関しては、JR 東日本において導入までに２年間の研

究を重ね、特別仕様として作製されたものである。次頁に概要を示す。 
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＜階段段差識別シールについて＞ 
１）表示方法 

・ 黄色（黒色エッジ付）シールを階段に貼付 

・ 階段上下と踊場前後の段差先端部は階段全体にわたって貼付 

・ 階段上下と階段先端部以外の階段には、階段両端部の 50cm に貼付 

 
２）作成までの経緯 

・既設階段の段差識別については２００２年度より数種類のシールにより対

策を図ってきた。 
・約２年をかけて既存シールの耐久性、施工性の向上を図り、２００５年度

より本格的に導入、約３年で整備を実施。 
（２年間の研究成果としてＡ社仕様として作製） 
 
３）設置状況 

  
階段全体               階段両端 
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（２）新設階段 

  新設階段の場合は、階段設置段階からの対応可能であるため、段鼻部に

コントラストのはっきりした色を埋め込む等で明度差を付けている例が多

い。 
 

灰色系の踏面 
黒・赤茶の石を埋め込み（６社） 

 

白系の踏面、黒のノンスリップ（カ

ーボランダム）を埋め込み（５社） 

 

黄色のライン     （2社） 
 

 

 

 
その他、黒の埋め込み赤・黄シール（1 社）、具体の対策不明（1 社）、特に

対策を実施していない（5 社） 
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4-2-2 表示や誘導方法に関する対策 
 
 表示や誘導については、ほとんどの鉄道会社から移動円滑化整備ガイドラ

インに沿って整備を行っているとの回答であった。 
 ガイドラインに沿った整備以外で各社の取り組みについて回答があったも

のに関して概要を以下に示す。 
 
（１）Ａ社 

・誘導サインの乗車系は青色、降車系は黄色で区分けしている。 

   
（２）Ｂ社 

・視覚障害者が設備・施設に対し正確な位置と内容を確認するために音の

支援として平成１８年度目途に２駅に「指方向性音響システム」の導入

に取り組む予定。（その後主要駅へ設置予定） 
 
（３）Ｃ社 

・時刻表：できるだけ壁付け若しくは自立式で目線の高さになるよう配慮 
・案内放送：主要駅：列車の停車・通過、列車の行先、列車種別などを案

内する自動放送、その他の駅：列車の停車・通過のみを案内

する列車接近放送 
（４）Ｄ社 

・高齢者に多い白内障に配慮して、青と黒、黄と白の色彩組み合わせは用

いない。 
・サインの図面と地色の明度の差を大きくすること等により容易に識別で

きるものとすることが望ましい。 
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（５）Ｅ社 

・基本的に行先表示や看板等は、見て分かりやすく作成し設置している。

（一部路線で駅舎内、旅客トイレの位置表は壁面に大きく表示している。） 
 

（６）Ｆ社 

・各駅自動列車案内放送を実施 
考慮点 内容 

1)電車到着時 
 

中間駅：接近音楽→接近放近警告音→到着放送 
終端駅：接近音楽→接近放送→到着音楽→到着放送 

2)電車出発時 
 

終端駅のみ：出発音楽→出発放送→発車ブザー 

3)各駅1番線･2番線の

音声を分けている 
１番線が女性の声・２番線が男性の声 

 
（７）Ｇ社 

・一部の駅において時刻表等を目の高さに設置している。 
・最近整備した点字対応運賃表において地色を濃紺として文字を白抜きと

した。 
 

（８）Ｈ社 

・一部路線で採用した液晶ディスプレイ方式の行先案内表示装置では、何

万色も表現可能だが、色の見え方等について学識者のホームページを参

考にし、高齢者や色覚障害者の方にも見やすい表示とするため明暗度を

大きくするような配色としている。 
 
 

情報内容 色合い 
行先案内などの優先すべき情報 黒地に白文字 
列車接近時の注意喚起情報 黒地にオレンジ文字 

視認性の 
高い配色 

緊急時の警告情報 赤地に白文字 
トラブル発生時の案内表示 黄地に黒文字 

誘目性の 
高い配色 

 

例） 
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（９）Ｉ社 

・配慮している点は、お客さまが分かり易いことが前提となっている。 
・在来線、新幹線へのフルカラーＬＥＤの導入を図っている。 
・４ヶ国語表記等の推進 
・今までのルールでは、同じ部分に数箇所の表示が必要だったが、現状に

合わせて見直すことが出来るようにした。 
・ホーム縁端の警告ブロックの敷設：新基準の「内側にラインを入れる敷

設方式」を推進 
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（１０）Ｊ社 旅客案内サインシステムの概要 

・表示方法について独自のサインシステムを設定し、平成 18 年度中に全

駅への展開を目指している。 
取り組み内容 設置状況 

・路線リングに駅ナンバリングで使用し

ている路線記号を付加して、色だけで

なく文字でも即座に認識できるように

変更 
・内照式案内の文字等を出来る限り大き

くご覧いただくため、文字をヌキ版と

することで文字自体を光らせるように

変更 
 

・目の不自由なお客様に対しては、壁面

の要所にのりば・出口案内を設置して

近づいて看板をご覧いただけるよう設

置 

 
・駅周辺案内図や駅構内案内図も目線の

位置でご覧いただけるような高さに設

置 

 
・ホームの階段付近等の柱に柱全体を案

内看板とした「柱巻きサイン」を設置

し､目線の見やすい位置に案内を表示 
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4-2-3 券売機 

 券売機については、日本自動販売機工業会でバリアフリーの視点に基づい

た推奨規格が策定されている。さらに「関東出改札システム協議会※」にお

いてメーカーや鉄道事業者等と議論、共同開発が行われており、共通の仕様

に基づき設置を進めているとの回答が多く聞かれた。 
※ＫＳ：関東出改札システム協議会 
出札システムに関する共通課題解決､お客様により使いやすい機器､システ

ムを目指した標準仕様､ガイドラインの制定を行っている。 
 
（１）ａ社 

・鉄道各社で共同開発した券売機を全ての駅に設置している。この券売機の

特徴は以下のとおり。 
 ・大型１５インチのタッチパネルを採用 
 ・目の不自由なお客様の手を数字ボタンまで誘導するフィンガーナビゲー

ションを採用 
 ・目の不自由なお客様が数字ボタンと音声により、乗車券やカードを購入

できる大型の数字ボタンを採用 
 ・硬貨を投入しやすいように広い形状の硬貨投入口を採用 

 

フィンガー 
ナビゲーション 
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（２）ｂ社 

項目 具体的内容 
接客部：見やすい黄線 カード挿入口、紙幣挿入口、硬貨投入口、乗車券放

出口 
接客部：フィンガーナビ

ゲーション機能 
弱視者等の利用を補助するため設けられた溝で､こ

の溝に沿って自動券売機の操作説明が記されている

点字部への案内､金額入力装置であるテンキーに導

く｡ 
接客部：テンキー 接客操作部のタッチパネル化により､点字貼り付け

不可となった口座ボタンに代わる入力装置としてテ

ンキーを装備する｡また､ボタン押下により音声案内

を行う｡ 
接客部：硬貨投入口 投げ込みやすい一括投入 
接客部：点字テープ貼付

による操作ガイド 
オトナ,コドモ,カード,シヘイ,ヨビダシ,トリケシ,ス
ージボタン,ソーサテジュン,ヒダリシタノキーデニ

ューリョク,ミギシタノキーデカクテイ,ゲンキンカ

ードヲトーニュー,キップ,オツリ 
外観・形状 車椅子利用者が利用しやすいようＫＳ準処（関東出

改札システム協議会で定めたガイドライン）の蹴り

込み構造。 
 
（３）ｃ社 

・改札機に ICカードに対応した自動改札機を導入、カードの接触部、切符

の投入口は周囲と明度差をつけている。 

 

（４）ｄ社 

・定期券発売機、券売機は、テンキーを押せば運賃表示が白黒（コントラ

スト）画面に変わり、音声案内の誘導によりボタン操作を行える。 

・また、特急券発売機は白黒表示画面の切替が可能となっている。 
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（５）ｅ社 

項目 具体的内容 
音声案内 改札機、券売機、精算機、現金積増機で処理内容及び

対応方法や注意喚起等を音声にて案内。 
アクセスターゲット 

マーク 
改札機、券売機、精算機において媒体アクセス口（現

金や乗車券の投入・排出口）に黄色のマークを明示。 
 
（６）ｆ社 

取り組み内容 設置状況 
･視覚や色覚に不自由の

あるお客様用に目線の

位置で検索できる運賃

表を順次各きっぷうり

ばに配置 
 

･点字の運賃表を各きっ

ぷうりばに設置 
 

 
･券売機下のボタンを押

すことにより音声案内

モードになり、乗車券

購入案内を実施 

  
・自動改札機の投入口を

黄色で縁取り 
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（７）ｇ社 

・新型券売機は、大型ＬＣＤを採用し文字・ボタンのサイズを大きくした。 

・視認性が得られるよう画面背景色と金額ボタンは明暗をつけてコントラ

ストを高めている。 

・投入した金額により金額口座ボタンの形状が変わり、選択可能な口座を

知らせる。 

 

 

4-2-4 その他 

・運賃表に関しては、駅改造工事の際に券売機の高さにまで下げ、見えや

すいよう配慮しているという回答も聞かれた。また、垂直面でアクリル

板だった部分に角度を付けてシートタイプの運賃表を設置し、見やすく、

明るい盤面としているとの回答もあった。 
・鉄道事業者として利用者の使いやすさに配慮した取り組みを行うにあた

り、整備後に規格化されてしまうと規格に合わせて対応することが難し

いため、交通バリアフリー法改正に伴い規定等を見直す場合、整備前に

提示してほしいという要望も聞かれた。 
・今回のアンケート調査で意見としてあげられなかったが、鉄道・バス事

業者の自主的な取り組みとして、つり革や手すりを着色し、その付近が

優先席であることを分かりやすく明示している場合がある。この取り組

みはつかまる場所を見つけやすく、弱視者に対しても有効であることが

考えられる。 
 




