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用語定義 

IR ：Integrated Resort の略で、一般的には「統合型リゾート」と呼称される。平成 30 年

度の第 196 回国会（常会）において成立した「特定複合観光施設区域整備法」（以下「IR 整

備法」という。）においては、カジノ施設及び国際会議場施設、展示等施設、我が国の伝統、

文化、芸術等を生かした公演等による我が国の観光の魅力増進施設、送客施設、宿泊施設か

ら構成される一群の施設（その他の観光旅客の来訪・滞在の促進に寄与する施設を含む）で

あって、民間事業者により一体として設置・運営される施設として定義されている。なお、

海外の国や地域ごとに、IR の概念・定義が必ずしも定められていないところもある。 

 

UD：ユニバーサルデザインの略。アメリカのノースカロライナ州立大学の教授ロナルド・

メイス氏によって提唱された、「できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにす

ること」という考え。ユニバーサルデザインとバリアフリーが混合されがちではあるが、バ

リアフリーが障害者や、特定の人々のみを対象とした考えである一方で、ユニバーサルデザ

インがより多くの人を対象としている点が大きく異なっている。ユニバーサルデザインは

７原則によって構成されている。（以下本文では、引用物等を除き UD と記載） 

 

UD７原則：以下の 7 つの原則が提唱されている。 

① どんな人でも公平に使えること。（公平な利用）Equitable use 

② 使う上での柔軟性があること。（利用における柔軟性）Flexibility in use 

③ 使い方が簡単で自明であること。（単純で直感的な利用）Simple and intuitive 

④ 必要な情報がすぐに分かること。（認知できる情報）Perceptible information 

⑤ うっかりミスを許容できること。（偶発的または意図しない失敗に対する寛大さ） 

Tolerance for error 

⑥ 身体への過度な負担を必要としないこと。（少ない身体的な努力）Low physical effort 

⑦ 利用のための十分な大きさと空間が確保されていること。（接近や利用のためのサイズ

と空間）Size and space for approach and use 

 

MICE：MICE とは 4 つの言葉の頭文字を繋いだものであり、具体的には以下のビジネス

イベント等の総称である。Meeting（企業等の会議、大会、研修会）Incentive Travel（企業

等が行う報奨・研修旅行）Convention/Conference（国際機関や団体、学会等が行う国際会

議）Exhibition/Event（展示会・見本市・イベント）。 

 

情報保障：情報保障とは、障害のある人が情報を入手するにあたり必要なサポートを行うこ 

とで、情報を提供すること言う。主に、視覚障害者と聴覚障害者への配慮として 

用いられる。 
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報告書要旨 

IR 整備法に基づいて、今後、日本に整備されることとなる IR は、ビジネス客から家族連

れまで、世界中の人々を惹きつけ、大人も子供も、障害者も健常者も、訪れる誰もが楽しめ

る施設である事が求められる。そのため、同法に基づく基本方針案においては、IR の認定

基準の１つとして、「障害者、高齢者、妊婦、乳幼児連れの人といった、配慮を必要とする

来訪者それぞれの多様なニーズに対応できるユニバーサルデザインの観点（中略）から、世

界の最先端であり、模範となること」が求められている。 

 

 本報告書は、この認定基準が求める内容を具体的に示すことを目的として、①現行のユニ

バーサルデザイン（以下「UD」）に関する基準やガイドラインについての課題の把握を行っ

た上で、②我が国及び諸外国における先進的な取組や、③IR に期待される次世代を先導す

る取組を紹介するものである。国土交通省観光庁が設定したこの３つの調査事項について、

同庁より委託を受けた株式会社ミライロが調査を実施し、本報告書を作成した。 

 

① 現行の UD に関する基準やガイドラインについての課題の把握 

 IR に関連すると考えられる UD に関する現行の基準やガイドラインについて課題の洗い

出しと、その分析を行う。その目的は令和元年時点での日本の UD 水準を把握し、今後更

に発展させる為にどういった事が必要かを検討する。 

 

② 我が国及び諸外国における先進的な取組の紹介 

 MICE 施設、ホテル、テーマパーク、劇場、ショッピングモール等、関連施設において誰

もが安心・快適に施設を利用できるようにするための具体的な先進的事例を収集し、どうい

った配慮や取組が今後日本に作られる IR に求められるのかを検討する。 

 

③ IR に期待される次世代を先導する取組 

 現行の課題や先進事例の収集を踏まえ、次世代を先導する取組のあり方を調査し、関係者

への情報提供を行う為にもこれらの事項について調査を行い、結果を公表する事が有益で

あると考えられる。 

 

今後、日本において IR が実際に整備されるに当たっては、「世界の最先端」の水準が求めら

れている UD の面について、本報告書の内容が具体的な指針として活用されることが期待

される。 
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1 調査の概要 

1-1 本調査の目的 

 

本調査の目的は以下の通りである。 

 

1.  日本では急速に進む高齢化を背景に、政府の積極的な呼びかけも相まってバリアフ

リー化・UD 化が積極的に推進されてきた。全人口に占める 65 歳以上の割合を指す高

齢化率は令和元年時点で 28.1%と、日本は世界でも最も高い高齢化率を記録してい

る。1こうした事から日本では世界に先んじてバリアフリー法の施行や企業に対しての

取組が推進されてきた。結果として公共機関における高いバリアフリー化率等が達成

されている。世界に目を向けてみると、先進国や発展途上国を問わずに高齢化率は上

昇傾向にあり、今後日本が先んじて取組んできたバリアフリー化・UD 化の取組が高

齢化対策を進める各国から手本とされる可能性がある。世界的な注目が集まり、日本

の魅力発信の一助として期待される IR において、UD の側面を付加する事は、世界に

対して日本にバリアフリー・UD の取組を発信する一つのきっかけになることが期待

できる。本調査では IR おける UD の好事例等を収集し、広く発信する事が有益と考え

現行の基準や、国内外の好事例を紹介する。 

 

2.  今後日本に整備される事となる IR における UD のあり方を検討する為、世界各国の

UD の取組事例や取組姿勢について調査を行うと共に、政府が IR 事業者に対して UD

の水準を制度等の形で求める場合に参考と出来る事例や提言をまとめる。 

 

1-2 調査対象地域及び調査対象先 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 UD の対象 

 

 

1 内閣府：「令和元年版高齢社会白書」より 

□日本国内 

各関連施設や UD 推進事例の収集 

□マカオ 

カジノ事業者視察 

□その他海外 

欧米、アジア（韓国）における UD の取組事例 
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 UD には特定の対象者がいるものではなく、年齢、性別、国籍、障害の有無に関わらずに

より多くの人が利用できる事を目指したものであるが、誰もが使いやすい空間づくりのた

めには、可能な限りあらゆる方の利用を最初から想定しておくことが望まれる。従って、バ

リアを感じやすいと想定される人々を下記に纏め、『ユニバーサルデザインを求める人々』

と表現する。併せて、それらの人々が IR 内で想定されるバリアの例を併記している。バリ

アの例は『環境面、意識面、情報面』に分類し、記載している。 

 

【ユニバーサルデザインを求める人々】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 バリアの分類についての詳細 

 本調査では、UD を求める人々が直面するバリアを 3 つに分類している。 

環境のバリア： 

物理的なバリアを指す言葉。意識のバリアがソフト面のバリアを指す言葉であるが環境の

バリアはハード面を指す。段差や視覚障害者が読むことができない表示等がバリアの事例。

バリアフリー対応や UD 対応によって解消する事ができる。 

 

意識のバリア： 

特別な配慮が必要な方等と接するにあたっての心的な障壁を指す。多様な方々への理解や

交流を通じて解消する事ができる。日本政府においての取組事例では『心のバリアフリー』
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等が挙げられる。首相官邸において開かれた「ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議」

で、「心のバリアフリー」とは『様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に

理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと』と定義づけられている。本調

査内では、主にソフト面に対応する言葉として使用する。 

 

情報のバリア： 

取得できる情報や、必要となる情報量の違いによって発生するバリア。健常者が充分とする

情報量と障害者が求める情報量等が違う事等から発生する。また、情報保障の充実が不十分

である時に情報のバリアが発生する。情報保障とは、人間の知る権利を保障する為の取組。

聴覚障害者に対する手話リレーサービスや、視覚障害者に対して、点字を付した掲示等を行

い、情報を平等に伝える取組等が事例である。 

 

２ 現行の UD に関する基準やガイドラインについての課題の把握 

2-1 把握方法 

 はじめに、IR が大規模な開発行為が伴う開発事業である為、現行の基準やガイドライン

を選定する上で、『街づくりに関連するもの』『公共施設』『（オリンピック等の）大規模イベ

ントで想定されているもの』これらに関係すると考えられる基準やガイドラインを中心に

抽出した。その上で、各基準やガイドラインを 3 つのバリアに分類し、それらがカバーして

いる領域を俯瞰的に把握し、それらから得られる情報を元に課題点の考察を行った。 

 

2-2 現行基準やガイドライン 

以下は日本及び海外のおける現行基準を記す。 

 通称/正式名称 所管 概要 

①  高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法） 

国土交通

省 

高齢者、障害者（身体障害者・知的障

害者・精神障害者・発達障害者を含む、

全ての障害者）、妊婦、けが人等の、移

動や施設利用の利便性や安全性の向上

を促進する目的としており、具体的に

は公共交通機関等のバリアフリー化率

の目標設定や、自治体に対する大綱説

明等を記載している。当該法律の中で、

『市町村は、基本方針に基づき、単独

で又は共同して、当該市町村の区域内

の重点整備地区について、移動等円滑

化に係る事業の重点的かつ一体的な推

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418CO0000000379
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418CO0000000379
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進に関する基本的な構想を作成するよ

う努めるものとする。』と定められてお

り、小規模なエリアに於いても、市町

村が独自に特定のエリアを重点的かつ

一体的にバリアフリー化の推進が出来

る枠組みを整備している。また、当事

者の参加を通じたスパイラルアップや

心のバリアフリー推進が国民の責務で

あるとの記載もありソフト面に対する

配慮も講じられている。こうした推進

もあり、303 の市町村が 1 本以上の基

本構想を提出完了している状況となっ

ており、大都市圏のみならず地方へも

広がりを見せている。一方で、対象と

している施設は、街の中核施設等大型

のものに限定されており、小規模施設

等が対象とならない事もある。また、

小規模市町村等では財源確保等の問題

から取組が充分に行えていないエリア

もあるのが現状であり、1 本以上の基

本構想提出完了している 303 市町村は

日本に存在する全市町村数 1,741 に対

しては 17.4%に留まっている。 

バリアフリー法では、多数の者が利用

する建築物を特定建築物、不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する特定建築物の

うち、移動等円滑化が特に必要な建築

物を特別特定建築物と定義している。

特別特定建築物の 2,000 ㎡以上（公衆

便所は 50 ㎡以上）の新築、増築、改

築及び用途変更では、建築物移動等円

滑化基準への適合を義務付けている。 

②  バリアフリー法第 14 条第３

項に基づく条例 

各自治体 地方公共団体は、条例を定めることに

より、対象区域を設定して義務付け対

象となる用途の追加及び規模の引下げ

http://www.mlit.go.jp/common/001230898.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001230898.pdf


7 

 

並びに基準の強化をすることで地域の

実情に応じて建築物の移動等円滑化を

図ることが可能な仕組みとなってい

る。例えば東京都では、建築物のバリ

アフリー化を推進する為に、『建築物バ

リアフリー条例』を制定しており、共

同住宅や学校等の特定建築物も特別特

定建築物に追加し、建築時の建築物移

動等円滑化基準への適合を義務付ける

対象を広げている。 

③ 高齢者、障害者等の円滑な移

動等に配慮した建築設計標準 

 

国土交通

省 

すべての建築物が利用者にとって使い

やすいものとして整備されることを目

的に、設計者をはじめ、建築主、審査

者、施設管理者、利用者に対して、適

切な設計情報を提供するバリアフリー

設計のガイドラインとして定めたもの

である。建築設計標準では、高齢者、

障害者等からのニーズを踏まえた設計

の基本思想や、設計を進める上での実

務上の主要なポイント、建築物移動等

円滑化基準を実際の設計に反映する際

に考慮すべき内容、建築物のバリアフ

リーの標準的な内容を、図表や設計例

を交えて解説することとしている。 

④ 公共交通機関の旅客施設に関

する移動等円滑化整備ガイド

ライン 

国土交通

省 

公共交通機関及び周辺施設に対するバ

リアフリーに特化している。ハード面

の整備が重点的に記載されている。 

⑤ 移動等円滑化のために必要な

道路の構造に関する基準を定

める省令 

国土交通

省 

バリアフリー法内に規定されている道

路移動等円滑化基準を条例で定めるに

当たって参酌すべき基準を定めたも

の。有効幅員歩道、自転車歩行者道、

立体横断施設に関する事等、主に道路

に関する具体的な定めが決められてい

る。 

 

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/guideline12.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/guideline12.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001313489.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001313489.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001313489.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000800116
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000800116
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000800116
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⑥ 高齢の方・障害のある方など

をお迎えするための接遇マニ

ュアル 

国土交通

省 

宿泊施設編、旅行業編、観光地域編そ

れぞれ 3 部構成となっている。ユニバ

ーサルツーリズムの取組を推進する必

要性や社会的背景などから、障害種別

ごとの特性やコミュニケーションの基

本、業種ごとの対応シーンを整理して

いる。 

⑦ Tokyo2020 アクセシビリティ

ガイドライン 

東京オリ

ン ピ ッ

ク・パラ

リンピッ

ク競技大

会組織委

員会 

障害の有無に関わらず、すべての人々

にとってアクセシブルでインクルーシ

ブな東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を実現するために策定され

たガイドライン。各設定基準は上記に

記載した国内法令等が参照され、作ら

れている。また、大会関係者向けにア

クセシビリティサポート・ハンドブッ

クの作成を通じて、心のバリアフリー

推進も行われている。また、引用程度

の一文には留まるものの、ウェブアク

セシビリティについての言及もされて

いる。 

⑧ みんなの共生サイト運用ガイ

ドライン 

総務省 web アクセシビリティについての評価

基準が記載されている。評価チェック

シート等が実装されている。 

 Society 5.0 総務省 日本国の未来についての在り方が記載

されており、デジタルとリアルの融合

を通じた国民の QOL2向上を目指した

指針。 

 

2-3 現行基準やガイドラインのプロット及びレビュー 

UD に関する基準やガイドラインを各バリアの分類に纏め、プロットすると以下の様にな

った。ガイドラインを基準としている為、Society 5.0 については、現行の UD に関連する

プロットから除外している。 

 

 

2 Quality Of Life の略。「生活の質」を意味し、人生に充実感を持って暮らしているか、身

心の健康や、環境、経済面等、様々な観点から計られる。 

https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/data/accessibility-guidelines_JP.pdf
https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/data/accessibility-guidelines_JP.pdf
https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/data/accessibility-handbook_JP.pdf
https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/data/accessibility-handbook_JP.pdf
https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/data/accessibility-handbook_JP.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
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【各現行基準一覧の記述領域におけるプロット】 

 

① ② は 幅 広

く 環 境 と 意 識

を カ バ ー し て

いる。③④⑤に

つ い て は ① ②

を よ り 具 体 的

に 補 完 す る よ

う な 関 係 性 に

あ る 基 準 で あ

る為、環境面の

詳 細 な 説 明 を

するものとなっている。また、バリアフリー法は元々、公共交通機関や駅等の旅客施

設を中心にバリアフリー化を進める「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バリアフリー法／平成 12 年制定）と建築

物のバリアフリー化を進める「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」（ハートビル法／平成 6 年制定）を統合・拡充した法律

であり、統合・拡充した背景は、特定の個別施設のみだけを改善するだけは、施設間

のバリアフリーレベルが均一にならない為、エリア一体で開発していく事により、施

設間での移動を円滑にするという高次元なバリアフリー化を推進する目的の下、制定

されたものであり不特定多数の人が訪れる施設でのバリアフリー化は非常に先進的

な取組だと言える。こうした背景もあり、日本の公共機関における高いバリアフリー

化率は果たされているものと考えられる。 

 

2-4 現行基準やガイドラインについての課題への考察 

2-3 迄ではプロットを踏まえて俯瞰的な状況の把握、理想形の基準のあり方を見た。本節

では現状から考えられる課題を検討する。 

 

課題① 一定の基準を満たしている故に、より高い質が求められる点 

これまで、環境面の整備等が大規模施設等を中心に重点的かつ一体的に行われてきた。ま

た、その取組は一部の首都圏のみではなく、地方でも取組が進められている。しかし、これ

までの取組は行けないところを作らないということに重点が置かれてきた。言わばマイナ

スをゼロにする為の取組であったが、既に一定規模以上の施設や新設施設では基本的なバ

リアフリー化が行われる事が一般化している。これから求められるべきは、如何に健常者と

同じ様な動線で移動ができるかといった移動の質を高めていく為の取組や、どこにどうい

環境（ハード） 
⑤ ④ ③ 

意識（ソフト） ⑦ 

①・② 

情報（アクセシビリ

ティ等） 

⑧ 

⑥ 
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う場所があるのか、どういう行き方があるのかといった情報の質を高める取組、行った先で

受ける意識面でのサービスの質を高める事だと考えられる。 

無論、環境面の整備が津々浦々で均一に達成されているかと言えばそうではない現実が

あるものの、地方へのバリアフリー化の波及を図る為に、国土交通省が定期的に、市町村の

基本構想の作成状況をモニタリングしている他、「作成ノウハウがない為に基本構想の作成

予定がない」という多くの市町村の意見に応える形で、平成 31 年４月「移動等円滑化促進

方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」を策定する等、積極的に地方のバ

リアフリー化を促進する為の取組が断続的に行われており、今後も徐々に浸透していく事

が期待できる。そうした中で利便性というより高い質を目標に掲げる事により、世界をリー

ドする地域づくりや国づくりが達成されていく。今回 UD の観点で最先端であることを求

められている IR が新設される事となるが、日本全国のみならず、世界各国が手本とするよ

うな取組が実装される事を期待したい。 

 

課題② スパイラルアップが企業で積極的に取り入れられていない点 

 次世代に求められる取組は単に行く事ができるだけではなく、移動や情報の質を高める

事が求められる段階に差し掛かっていると考えられる。その為には、当事者の意見を取り入

れ、反映し改善する為のスパイラルアップが非常に重要となってくる。物理的に建築された

場所へ行く事が出来たとしても楽しめる空間を実現するということは容易ではなく、積極

的な一部の企業のみの取組となる可能性が高い。高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮し

た建築設計標準にもスパイラルアップの重要性が明記されているものの、導入は関係者の

判断に委ねられている。企業ごとに資金面の問題もあるが IR においては積極的に取り組む

べき必要があると考えられる。 

 

 

課題③ 各場面での基準やガイドラインが策定されているものの、実際の取組が横断的で 

ない点 

各場面での基準やガイドラインが策定されているものの、取組を実践する企業側では「部

門分断での取組」という問題が発生している。建築に関しては建築部が、心のバリアフリー

については、人事部が、情報のアクセシビリティについては総務部が、といった様に、取組

を行う企業内で部署が異なって管理されている事が一般的である為、一貫したスムーズな

サービスの提供を行う事が難しくなっている。各省庁からそれぞれ公布されている法令は

内容が濃く豊富に書かれている。取組を自発的に高いレベルで行える企業は、『環境・意識・

情報』を統一的に行えるものの、多くの企業は必要最低限の取組を行うに留まるのが現状と

なっている。 

次章で扱う好事例で取扱う企業の多くは、組織を部門横断的に統制する為の仕組みが用

いられ、その取組が顧客満足度を起点として、バリアフリー化・UD 化が推進されている。
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その仕組みが企業文化や企業指針に由来するものや、横断的に統制を図る為に立ち上げら

れた部門であった企業が多かった。 

 

 

【現行の基準が構造上抱える課題のイメージ】 

 

 

 

2-5 課題に対する取組について  

本節では、日本の IR 事業で実現すべき UD な取組について、2-4 節で記載した課題に対

する解決となり得るものを 2 点記載する。 

 

その① 日本の IR においては、カジノの収益等から最先端の技術を実装し、高い UD の水 

準であることが期待される 

 IR は大規模な開発行為を伴う複合的な施設であり、日本においては前例の無い施設とな

る。このような日本の I R においては、カジノの収益等を活用して最先端の技術を実装する

など、ＵＤに関しても高い水準の取組がなされることが求められる。 

 

その② IR 施設の設計・計画の多様な方々の参画を積極的に実施する 

 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準では、「計画・設計の段階にお

いて、建築主、高齢者、障害者等の利用者、設計者や施工者等が参加して意見交換を行い、

（中略）計画・設計に反映することも必要である。」と示されている。日本の IR は、この点

についても模範事例になるべきであり、今後、多様な障害当事者が参加するワークショップ

などを通じて、設計・計画の初期の段階から障害当事者が参画する機会を十分に確保するこ

とが求められる。 

 

その③ コンソーシアム（企業連合）が組まれ、事業参画者が複数に分かれる IR 事業であ 

るからこそ、UD に関しても横断的かつスパイラルアップを図れる場となる 

対象 みんなの共生サイト運用ガイドライン

内容 ハード面の基準の明記 スパイラルアップの重要性 心のバリアフリーの推進 webアクセシビリティの明記

一定規模以上は必須

努力義務　　　 　　　　　　　努力義務 　　　　　　　　　　努力義務

建築会社A 建設部 CSR部 広報部

バリアフリー新法

共通の目的：多様な方々に向けての生活向上

部門間連携がなく統一感が生まれない
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 日本で事業参画する際には、いわゆる IR オペレーターだけではなく、複数の企業により

コンソーシアムが作成される可能性が高い。利害関係を調整し、目指すべき点を共有するた

めには、施設や IR の建設コンセプトだけでなく、コンソーシアムが目指す理念等も確認や

共通化する事が必要と考えられる。そういった点において、UD に関しても横断的かつスパ

イラルアップを図る好事例となることが求められる。 

 

 

 

3 我が国及び諸外国における先進的な取組の紹介 

3-1 調査対象 

本調査では国内 26 社、海外 8 社への調査を実施。※通称も含む 

施設の種類 求められる機能・施設 ※視察名称（海外企業） 五十音順 

一号施設 

および 

二号施設 

【一号施設】 

国際会議の誘致を促進し、及び

その開催の円滑化に資する国

際会議場施設であって、政令で

定める基準に適合するもの 

【二号施設】 

国際的な規模の展示会、見本市

その他の催しの開催の円滑化

に資する展示施設、見本市場施

設その他の催しを開催するた

めの施設であって、政令で定め

る基準に適合するもの 

京都国際会館 

福岡国際会議場 

横浜国際平和会議場 

三号施設 我が国の伝統、文化、芸術等を

生かした公演その他の活動を

行うことにより、我が国の観光

の魅力の増進に資する施設で

あって、政令で定めるもの 

大塚国際美術館 

観世能楽堂 

菜道 Saido 

四号施設 送客機能施設 KNT－CT ホールディングス株式会社 

日本航空株式会社 

五号施設 宿泊施設 京王プラザホテル 

JR 東日本ホテルメッツ 秋葉原 

ハイアットリージェンシー東京 

Hotel Ilunion Atrium（西） 
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六号施設 その他観光客の来訪・滞在の促

進に寄与する施設 

アドベンチャーワールド 

イオンレイクタウン 

GINZA SIX 

株式会社コナミアミューズメント 

株式会社丸井グループ 

Morgan’s wonderland（米） 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

その他 特筆すべき取組を行っている

事例や、大型公共施設や街づく

りの他、公共性の高い事例を有

する企業等 

柏の葉アーバンデザインセンター 

新国立競技場（仮称） 

新千歳空港 

TOTO 株式会社 

福岡空港 

カジノ カジノを含む IR 施設の運営事

業者 

Wynn Resorts（米） 

MGM Resorts International（米） 

Galaxy Entertainment（香） 

Melco Resorts & Entertainment（香） 

Las Vegas Sands Corporation（米） 

 

3-2 取組事例収集にあたっての流れ 

各事例収集にあたって、先ず国内の好事例収集と並行し、カジノを含む IR 施設に関する

事前調査を障害のある当事者へ実施した。障害のある当事者が IR 施設の中でどういった場

所に課題を感じるのかといった課題把握そのものと、より質の高い視察を実施する為の実

態把握を目的とし、Web アンケート調査（有効回答 409 名/いずれも障害のある当事者）を

用いた定量調査と、IR 施設に訪問経験のある当事者 3 名に対して、面談を通じた定性調査

を行った。そして、調査結果を踏まえた上で、好事例の事例収集及び、海外視察を実施した。

以降では、今回実施した事前調査のサマリー記載と、収集した個別での事例紹介を行う。 
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3-3 事前調査サマリー 

【事前調査サマリー】 

・有効回答 409 名の内、IR 施設を訪れた事のある者は 67 名。 

・訪問先は、シンガポール、米国（ラスベガス）、マカオ、その他の順番で高かった。 

・IR への訪問経験のある当事者の半数以上はカジノへ入店経験があった。 

・障害種別により、改善要望点等は多岐に渡る為、個別で対応が必要なケースが多く見受け

られた。 

・評価するポイント（当事者が良かったと感じた点）には、従業員サービスに起因する項目

が多く見受けられた。 

当事者の意見（一部抜粋）: 

「レストランにて食事を一口大にカットしてもらい、使いやすい食器等も聞 

いてくれた。」（肢体不自由（その他（例：杖使用等））40 代女性） 

「バイキング形式だったため、ウェイターにサポートしてもらった」（視覚 

障害（全盲）、30 代男性）等。 

・IR 訪問経験者が最も課題に感じる施設は「遊園地・プール」が 44%で最も高く、「カジ

ノ」が 5%と最も低かった。 

・課題点の意見では、環境面及び意識面に対する課題が多く見受けられた。 

当事者の意見（一部抜粋）： 

       「ユニバーサルルームを予約する場合はネット予約が使えないので、電話予 

約をしなくはならないことが多い。また、ホテルの公式ホームページにユニ 

バーサルルームがあることが記載されていたとしても、ユニバーサルルー 

ムの実際の構造まではわかりにくい事が多い。そもそもユニバーサルルー 

ムの有無を把握すること自体が難しいことも多い」（肢体不自由（手動車い 

す使用者）、30 代男性） 

       「遊園地は介護者がいても歩けないと殆どのアトラクションに乗れない。プ 

ールは人も多くプールサイドギリギリまで車いすでいけないので入れない。 

介護者に抱きかかえてもらわないといけない。障害者のために個室の脱 

衣場を用意して欲しい」（肢体不自由（電動車いす使用者）、聴覚障害（難聴）、 

20 代女性） 

・調査総括 

上記通り、IR 施設訪問者の多くは従業員やスタッフから受けたサポートや配慮について

評価している者が多かったが、環境面や意識面についての課題が多く寄せられた。遊園地や

プールといった六号施設が最も課題に感じた施設とされていたが、実際に視察したマカオ

のプールもアクセシビリティの確保がなされておらず、車いす使用者はそもそも行く事が

困難だと感じられた。一方でカジノが課題の最も少ない施設とされていたが、フロア面積に

対しての従業員（含むディーラー）の数の多さからよりきめ細やかなフォローやサポートが
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厚く受けられるためと考えられる。 

 

WEB アンケート調査 

■概要 

目的  ：IR における障害当事者の満足度や改善要望から、日本版 IR の UD 基礎資料とするた

め。 

調査日 ：2019/08/09~2019/08/26 

調査対象：「ミライロ・リサーチ」登録モニター（ミライロ・リサーチ：https://mirairo-research.jp/） 

回答数 ：合計 409 名（内訳は下記を参照） 

 

■回答者属性 

 

 

 

97%

3% 代替回答の有無

本人による回答

代替者による回答

ｎ=409 ｎ=409 

23%
20%

17% 16%

10%
8% 7% 6%

3%
1%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

肢
体
不
自
由
（
手
動
車

い
す
使
用
者
）

肢
体
不
自
由
（
電
動
車

い
す
使
用
者
）

肢
体
不
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インタビュー調査 

■概要 

目的  ：IR における障害当事者の満足度や改善要望から、日本版 IR の UD 基礎資料とするた 

め。 

調査日 ：2019/09/11、/13 

調査対象：「ミライロ・リサーチ」登録モニター（ミライロ・リサーチ：https://mirairo-research.jp/） 

対象者数：合計 3 名（内訳：視覚障害 1 名／肢体不自由 1 名／聴覚障害 1 名） 

 

■対象者プロフィール 

No. 1 2 3 

性別 男性 男性 女性 

年齢 20 代 50 代 30 代 

障害状況 ✓ 先天性視覚障害（弱視）、 

✓ 障害等級 5 級 

✓ 矯正視力 0.1 程度  

✓ 色素少ないため光に敏感 

✓ 白杖使用なし 

 

✓ 脊髄損傷・両下肢不全・ 

✓ 障害者等級 1 級 

✓ 日常生活ではサポート必要

ないが、物理的に手が届か

ないときは奥様にサポート

を求める 

✓ 普段の外出時の移動は車い

す、自家用車を自身で運転 

✓ 先天性聴覚障害（難聴） 

✓ 障害者等級 2 級 

✓ 補聴器をつけても音の聞

き分けはできない 

✓ 普通のコミュニ―ケーシ

ョンは口話・筆談 

✓ 両親と離れて暮らしてお

り、インターホンが聞こえ

ず宅配便が来たときわか

らない 

⇒フラッシュライトはつけ 

ていないので、不在通知を 

入れてもらう 

海外旅行

の頻度 

（アイス

ブ レ イ

ク） 

✓ 1 年に 1 回程度 

✓ 趣味、仕事でも頻繁に行く 

 

✓ 2 年に 1 回程度 

プライベートで行く 

✓ 旅行先での移動はタクシー

が主 

✓ 長時間フライトは身体的負

担が大きいので 8 時間程度

までが許容範囲（ハワイ、

シンガポール、ソウル） 

⇒ハワイは ADA 法により

バリアフリー、気候が良い、

✓ 最低 1 年に 1 回程度 

✓ 過去 10 カ国程度海外旅行

経験あり 

 

https://mirairo-research.jp/
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人の対応が慣れている 

車道と歩道の段差が無く、

移動しやすい 

 

3-4 事例参考のポイントと留意点 

以降では、各施設に求められるバリアフリー及び UD のポイントを記載の上、個別での

事例紹介を行う。個別での事例紹介ではどういったポイントが良い取組となっているかを

具体的に挙げる。そして、最後に IR 一体に求められるそれらを記載し、本章を終える。な

お、今回の調査実施先が、現状での理想を全て満たしているという状態であるという事を示

唆するものではなく、個別具体的にこういったものを目指されたいという個別での水準の

参考にされたいものである点、留意が必要である。 

 

3-5 一号及び二号施設に求められるポイントについて 

 日本の IR に求められる MICE 施設は日本に現存する MICE 施設以上の大きさとなる見

込みが高い。一号施設では、千人以上が収容できる室が複数設置される可能性が高く、二号

施設では、最大収容人数の数により、求められる面積が異なってくるが、最小でも２万平方

メートル以上の施設となる広さになる、という事を念頭に置くと、施設の広さから発生する

バリアを意識した取組等は求められるべきだと思われる。 

第一章 特定複合観光施設 

（国際会議場施設の基準） 

第一条 特定複合観光施設区域整備法（以下「法」という。）第二条第一項第一号の政令

で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるも

のの収容人員（以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。）がお

おむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合

計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。 

（展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準） 

第二条 法第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議

室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室

の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。 

一 おおむね千人以上三千人未満 おおむね十二万平方メートル 

二 おおむね三千人以上六千人未満 おおむね六万平方メートル 

三 おおむね六千人以上 おおむね二万平方メートル 

特定複合観光施設区域整備法施行令より抜粋 
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上記の事を鑑みるに、下記の視点等は反映されるべき俯瞰的な項目と考えられる。 

施設の特徴 特徴の詳細 対応項目例 

施設規模（大きさ、広さ等） ・施設自体が巨大である為、

内部での経路等を分かりや

すく伝える必要がある 

・国際会議等、宿泊利用から

のアクセス等が様々な方法

で明示されている事が望ま

しい 

・視認性の高いサインや掲

示 

・サイン以外の代替手段で

の伝達方法（AR 技術3やその

他 ICT 技術等を活用した方

法） 

・移動に係る労力への配慮

（施設間移動や貸与品等を

用意した移動労力の低減の

為の取組） 

・非常時への対応（健常者の

みを対象とした避難訓練の

みならず、様々な人々を想

定した訓練の取組等） 

・迷わない為の工夫や小さ

な子どもが迷子にならない

為の工夫（エリア毎の色を

変える等の取組） 

イベントによって、会場の

レイアウトが大きく変わる 

・イベントによって、展示場

内のレイアウト等が大きく

変化する為、変化の際にも

対応できるサイン掲示対応

等が求められる 

 

・レイアウトが変更された

際にも視認できるような空

間設計（間仕切りやパーテ

ーションが敷かれた中でも

現在地の把握や、サインの

確認ができる為の工夫等） 

多様な利用者の想定 ・来場する方以外にも登壇

する方や就労する方等がい

ることにも配慮が行われる

必要がある 

 

・動線設計 

千名規模の人々が一度に利

用する 

・一度の何千人の人々が集

うだけでなく、パラリンピ

・利用における柔軟性 

・可変式な座席配置等 

 

3 AR：Augmented Reality（拡張現実）の略。実在する風景にバーチャルの視覚情報を重

ねて表示することで、目の前にある世界を仮想的に拡張する技術。 
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アンの壮行会が行われると

言った、特殊イベント等が

発生する可能性もある事か

ら、座席等も取り外しが効

く等の柔軟な取組が求めら

れる 

 

 

・可変式な共有部（トイレ）

設計等 

一貫性 ・施設保有者と運営者との

連携が図られている 

・日本における MICE 施設

運営等は、PPP4や PFI5の入

札等が行われる為、即時収

益確保ができる取組が優先

される可能性があるが、意

識面での運用も含めて一貫

した取組が求められる 

・施設保有者や運営者とし

て共有の UD に対する対応

方針等を取り決める 

・施設保有者が運営者に対

する入札要件に定義する 

 

多様な方を踏まえた共有部

分の設定 

・各共有部での対応 

・託児場所や授乳室等様々

な利用者のニーズを満たす

ものを取り入れる 

・男性側にもおむつ台等を

設置する等、偏りのない取

組を実施する 

・子育て支援等時代の要請

を踏まえた取組を推進する 

情報保障 ・外国語通訳以外に、視覚障

害者等に対する情報保障が

できる 

・公平で即時的な情報保障

を図る 

・1 対 1 以外のコミュニケー

ションの他、1 対大勢（聴衆

等）を行う際にも情報保障

の配慮が必要 

 

 

4 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）の略。公民が連携して公共サー

ビスの提供を行うスキーム。 

5 PFI（プライベート・ファイアンス・イニチアチブ）とは、公共施設等の建設、維持管

理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うスキーム。 
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時代の変化と共に柔軟な対応がなされる国際会議場

名称 ：国立京都国際会館
所在地 ：京都府京都市左京区岩倉大鷺町422
竣工年 ：1966年
主な視察項目：共有部分/多言語対応/施設間経路

施設内観

日本で最初の国立の会議施設として開設され、開館以来、17,000件に近い
会議・イベントを開催し、日本の国際会議の歴史とコンベンションの基盤を
築いてきた施設である。建物は日本の伝統様式をモチーフとした特徴的なつ
くりで歴史あるものであるが、新しく開設された国際会館駅からの動線配慮
や多目的トイレのリニューアル等、時代の変化とともに施設も更新されてい
る。
また、国連規模の会議を開催することができる施設として、多言語対応や小
会議室を礼拝スペースとして貸出す等の柔軟な対応も行われている。

動線の配慮

最寄駅から屋根続きの通路
元々最寄駅は北大路駅であったが、地下鉄が延伸され、国際会館
駅が最寄駅となっている。駅からは屋根が続いており、雨に濡れ
ることなく施設までアクセス可能である。駅からの動線だけでな
く、館内すべてに屋根があり、国際会議場と展示場及び旧展示場
と新展示場も屋根続きとなっている。展示場には国際会館駅連絡
口と直結した専用のエントランスも備えられており、展示場単体
利用時の利便性も確保されている。また、駅からは点字ブロック
も切れ目なく続いている。

国際的な利用を意識した空間

ゆったりとしたロビースペース
総床面積の約70％がパブリックスペースと、広いロビースペースが設
けられている。ロビーには随所に机や椅子が設けられ、国際会議のコ
ミュニケーションの場、休める場として機能している。

4脚で1グループの椅子
メインホールの椅子は4脚で1グループとなっており、国連など大規模
国際会議向けの仕様となっている（机がある前方が代表者、後方2席
が事務方）。固定の椅子だが、海外から来訪される大柄の参加者もス
ムーズに座れるように、前後に可動する。またボルトを外せば椅子を
動かすことができるため、車いす使用の方も利用することができる。

様々なニーズに対応した情報発信

様々なニーズに応じたマップの提供
国際会議に利用されることが多い国立京都国際会館では、館内のフロアマップは英語で作成されてい
る（写真1枚目）。また館内のバリアフリールートを示すマップも用意されている（写真2枚目）。さ
らには、施設周辺のレストラン等の情報を提供するマップもHPに掲載されている（写真3枚目）。こ
れは食事提供しているレストランが館内に1箇所しかないため、利用者のニーズを受け、作成したも
のである。

主催者の意向に即した対応

臨時の礼拝スペースの提供・ソフト面の研修実施
常設の礼拝スペースは無いが、小会議室を礼拝スペースとして開放して
いる。小会議室があるフロアのトイレ奥にはシャワールームがあり、ウ
ドゥ（礼拝前に体の一部を水で洗う清めの行為）をする場として提供し
ている。
また、パーキンソン病の医学会が開かれた際には、学会の主催者側から
講師を派遣してもらい、事前研修として館のスタッフがパーキンソン病
の特性やサポート方法を学んだ。このように、主催者の意向に寄添いな
がら、ソフトの面においても多様な方を受け入れる取組を行っている。

同時通訳・Wi-Fiサービスの提供
国際会議場及び展示場にて同時通訳
の多言語対応を行っている。また、
無料で無線LANの提供も行っており、
催事の利用状況に合わせて、アクセ
スポイントの追加や専用無線LANの
設置にも応じている。

国際的な利用を意識した空間
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イベント毎に臨機応変に対応ができるコンベンションセンター

名称 ：福岡国際会議場
所在地 ：福岡県福岡市博多区石城町2番1号
竣工年 ：2oo3年
主な視察項目：共有部分/多言語対応/施設間経路

外観部分

2003年に竣工したMICE施設の中では比較的新しい施設。HP上で９か国
の多言語対応がされており、情報のバリアに配慮されている。また、施設間
の移動経路において雨の日でも移動負担が増えない様に屋根の設置などがさ
れている箇所が目立った。

視認しやすいサイン

視認性を高めるサイン
突出型のサイン。電気で光っている為、室内の暗さを問わずに視
認しやすい。

トイレの男女比率が可変なトイレ

間仕切りを活用し、男女トイレ比率の調整が可能
女性の参加者が多い大会や、女性に人気のあるアーティストのライブ
が開催される時等、来場者の性別に偏りがある時に男女トイレの間仕
切りを変えることによりトイレの混雑を解消する事ができる。

ソフト並びに情報面での対応について
多くの言語に対応
詳細ページでの情報取得量にばら
つきはあるものの、多くの言語に
対応。
今後、音声読み上げ機能の拡充や
色使いへの対応も行い、色覚対応
も充実予定。

屋外での屋根設置
雨の時に、誰にとっても便利になる取組。杖を使って移動される方にとっても、転倒事故防止に繋がる。IRといった複数の施設を跨ぐア
プローチにおいても屋根の設置等は重要な取組と思料される。

国際会議場と展示場を結ぶ通路での工夫

言語対応への取組 ９か国語へ対応したHP

非常用多言語アナウンス装置の導入

英語資格取得の助成制度

TOEIC高得点取得者の現場配置

外部資格導入 サービス介助士の取得費用全額助成

雇用環境整備士 導入予定

（レストランにおける）メニューの多言語化

英語での申請書類等の導入（2019年内）

災害対応について
避難訓練は年に２回実施し、緊急時の動作を徹底している。また、
施設単体だけでのハザード対応では不十分である為、運営会社や施
設運営に関わる企業をも巻き込み実施している。

人材教育プログラムの拡充
福岡コンベンションセンターでは、資格取得奨励等を行い人材の質の向上を目指している。サービス介助士取得の奨励を積極的に行って
おり、取得費用補助も行われている。

左図面は国際会議場2階トイレの図。仕切り調
整が可能。



23 

 

外国人や障害者の利用を想定した会議場

名称 ：株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）
所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
竣工年 ：1991年
主な視察項目：ホール部分/専用リフト/多言語対応

外観部分

パシフィコ横浜は横浜市都心臨海部総合整備計画基本構想を受けてスター
トした『みなとみらい21事業』におけるリーディングプロジェクトとして、
建設が決定され、1991年8月に開業。民設民営の第三セクター方式が採用さ
れている。

複数の障害者専用駐車場

障害者専用駐車スペースの設置
会議場への出入り口付近に複数のパーキングを設置。障害のある方の
来場負担の低減を行っている。

可変式の前方シートと車いす用リフト
1階の前方フロアの大部分が取り外し可能な席となっている。（図の赤色部分）また、車いすのまま登壇する方も想定し、舞台袖には車いす
用のリフトが設置されている。

施設内設置の多機能トイレ

カメラ⇒

その他（多言語でのごみ分別、自動販売機、貸出品）

障害者からおむつ交換迄対応
館内には複数の多機能トイレが設置されており、トイレ内もウォシュ
レットのボタン位置が低く設定されている。また、手摺も左右で使え
る仕様になっており、左半身、右半身どちらかが不自由でも利用しや
す仕様になっている。

オストメイト

大ホール部分

細かな工夫と配慮
ゴミの分別の為、英語表記に加えて写真も付加し、ごみの区分けを促している。また、自動販売機についても、車いすのままでも上段の飲
み物を購入出来たり、コイン投入口が広く設定されているユニバーサルデザイン対応の自動販売機が設置されていた。また、貸出備品とし
ては、お祈り用のマットとメッカの方角が示せる方位磁針が貸出品として用意されていた。

その他（情報面）

災害時の対応について
イベント主催者には緊急対応ガイドの配布を行っており、緊急対応ガイドは、英語でも作成を行っている。また、有事の際には必要に応
じ、帰宅困難者向けに、みなとみらい地区の帰宅困難者支援ガイドの配布が出来るよう用意をしている。
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3-6 三号施設に求められるポイントについて 

 三号施設は「我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演等による観光の魅力増進施設が

三号施設」とされている、コンテンツが多岐に分かれる為、それぞれのコンテンツの特性毎

に取組を慎重に検討する必要がある。 

 

キーワード 対応項目 対応項目例 

一貫したサービス ・予約から、利用、体験迄の

サービスをよりスムーズに

行う為の取組が求められる 

・予約や事前情報収集を行

う為の情報の質を向上する

事や、ウェブアクセシビリ

ティの向上が求められる。

（視覚障害者に対する情報

の収集のしやすさ等がウェ

ブアクセシビリティでは重

要） 

・優先座席の予約等。また、

会場の様子等はより詳細に

わかるような取組が求めら

れる 

 

環境面 ・共有部分での対応 ・サインの視認性 

・トイレ等での公平性 

食への配慮 ・ヴィーガンやハラル等の

食事に対する制限のある方

への適切な配慮が求められ

る 

・適切な知識の習得 

・より豊富な選択肢の準備 

・詳細は紹介事例「菜道」参

照 

情報保障 ・外国語通訳以外に、視覚障

害者等に対する情報保障が

できる 

・公平で即時的な情報保障

を図る 

・（食に関して）メニュー等

を分かりやすく伝える 

使いやすさ ・各共有部での対応 ・単純で直感的な利用 

・少ない身体的な努力 

・接近や利用のためのサイ

ズと空間 
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視覚だけに頼らない鑑賞の提供-大塚国際美術館‐

名称 ：大塚国際美術館
所在地 ：徳島県鳴門市鳴門町鳴門公園内
竣工年 ：1998年
主な視察項目：視覚障害者向けのパネル／障害者視点を取り入れた改善

施設内

「陶板名画美術館」として設立され、常設展示スペースは日本最大級を誇る。
特殊技術によってオリジナル作品と同じ大きさに再現された作品が展示され、
世界各国の名画が 1 カ所に集まることで、日本にいながら世界の美術館を体
験できること、鑑賞制限がほとんどなく名画に触れて楽しめることや、名画
との記念撮影を楽しむことができるなど、陶板ならではの魅力で多様な美術
鑑賞が楽しめる。

④障害当事者視点を取り入れた施設改善

障害当事者との施設調査
開館から20年を迎え、より多様なお客様を快適に迎え入れるため、まずは障害当事者を入れた調査を実施した。調査で抽出した課題から、
出入口の段差解消や階段への手すり設置等の改善を行っている。
調査後の改善例）横幅約 80 メートルの正面玄関には、約10cmの段差があり、 これまで両端にしかスロープがなく、遠回りする必要が
あった。そこで、昇降のしやすい 中央部約 30 メートルについて、全体をなだらかなスロープ とし、段差を解消。これにより、車いす や
ベビーカーユーザーのみならず、高齢者も安心して利用可能となった。

③スタッフの意識醸成

視覚障害者向けのパネル
名画の横にある「ふれる名画パネル」は、視覚に障害のある人が絵
画を楽しんでもらうためのツールで、アクリルパネルに、作品の特
徴や輪郭をシンプルな直線・曲線・ドット・凹凸などで表現。
言葉だけでは伝わりづらい絵画の特徴を、触れて感じることができ
る。

①触覚を利用した鑑賞

高齢者・障害者対応の研修実施
「すべての来館者が心地よい美術館づくり」を目指し、ス
タッフが高齢者・障害者対応の研修を受検。受検後は、お声
がけの方法や歩くスピード、話し方など、 受検前以上にユニ
バーサルマナーへの意識が向上した。

ゆったりツアーの開催
2016 年 4 月より実施している、車いすや杖をご利用のお客様、また家族や
同行者が安心してお楽しみいただけるギャラリートークツアー 「ゆった
りツアー」を開催し、多様なお客様の受入れを行っている。ツアーは広い
館内を長く歩かないコースで巡り、作品は座って鑑賞する等の配慮がなさ
れている。

②ニーズに合わせたツアーの開催

触れる名画
大塚国際美術館の作品はすべて陶板で原寸大に再現されており、現
地の迫力をまるごと体感できるとともに、油絵の凹凸やフレスコ壁
画のざらざらした質感なども再現している。作品に優しく触れ、触
覚で楽しむこともできる。
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日本の魅力増進施設 観世能楽堂

名称 ：観世能楽堂
所在地 ：東京都中央区銀座6-10-1
竣工年 ：2017年4月
座席数 ：480席
主な視察項目：ホール/共用部分

劇場部分

能楽最大流派である観世流の舞台、観世能楽堂。渋谷区松濤での能楽堂老
朽化に伴い、銀座六丁目のGINZA SIX地下3階に建築された。能楽の他、コン
サートや寄席、記者会見、一般企業の入社式等の会場として能楽以外にも幅
広く活用されている。
観世能楽堂の舞台は、ステージ向かって左手前の柱（目付柱と呼ばれる）

は脱着が可能であり、コンサート等の際には取り外されることもある。
また、観世能楽堂は地下鉄から直結している為、雨天時にも雨に濡れる事

なく来場する事が可能。これまでの利用者からも交通の利便性が高まったと
の声が多く寄せられている。

車いすのままでも観覧可能な座席

各シートに施されている各種工夫
480人収容可能な当該施設にて、車いすのまま観覧可能な場所は最後列の２席が用意されている。顧客の希望があれば、車いすから乗り換え
て一般席での観覧が可能。座席のシート幅も外国人が座っても余裕のある広さを確保している。座席の間の通路（写真左２枚目）は車いす
のままでも十分に通行が可能な幅と、傾斜も緩やかである為、希望席の最寄列迄車いすで移動が可能。各席の角は丸みをつけるために面取
りが施されており（写真左３枚目）、座席シートも数字のみでの表記になっている。これは、以前に表記していた「い・ろ・は・に・ほ・
へ・と」の様な日本語を理解できる顧客にしか理解できない様な仕組みではなく、外国人含めて、誰もが分かりやすい様な座席とする事を
目的とした為である。

利用者の声を反映した各種工夫

カメラ⇒

休憩シートやパウダールームの充実
利用者からの声を反映し、待ち時間に足を休ませる事が出来るスペースを多く取り入れた。また、能楽のファンに女性が多い事からも、女
性用トイレにパウダールームを設置するなど、共有部分を利用者のニーズに応えるように施設を整備した。

利用者の声を反映した各種工夫

設置の多機能トイレ
内部障害者を含む身体障害者から、チェンジボードを使って着替えをしたい一般のお客様迄、多様な方々のニーズを満たすための機能が盛
り込まれていた。
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食のダイバーシティ化を実践する日本食レストラン

『菜道』

名称 ：菜道 Saido
所在地 ：東京都目黒区自由が丘2-15-10
主な視察項目：食のダイバーシティについての考え

店舗外観

宗教や思想、健康上等の理由から、動物性食品の一部もしくは全部を避け
る食生活を行う菜食主義者（ベジタリアン）、完全菜食（ヴィーガン）、イ
スラーム法上で認められているハラール等に配慮した日本食料理店『菜道』。
世界各国のベジタリアン・ヴィーガンレストランを11万店舗以上掲載してい
る、世界的なベジタリアン・ヴィーガン向けグルメサイトのハッピーカウ
(Happy Cow)で世界一を2019年に獲得した同店はチーフシェフの楠本勝三氏
が監修を行っている。楠本氏はフランス料理から日本食へ転向し、会員制料
理店の店主を歴任。海外の首相などの要人やVIPのプライベート機でサーブ
する料理等を手掛けている。各国でベジタリアン等の人口統計が出ていない
事や、各国でも比率が大きく異なる為、現場に従事する第一人者へヒアリン
グを実施。

①意識や知識の不足によって起こる勘違い

ヴィーガン≠サラダだけを食べる人
一般的なベジタリアンは肉や魚といった動物性食品を口にしない人々を指す総称であるが、ヴィーガンは動物性食品に加え、人類が他の生物か
ら搾取していると考えられるものも口にしないという違いがある。例えば、卵や乳製品、はちみつ等がヴィーガンが口にしないものとされてい
る。牛やミツバチが人間の為に乳を出したり、はちみつを収集しているのではない為、搾取するべきではない、との考えが根底にあるものであ
る。
ベジタリアン、ヴィーガンの割合を示す公的なデータは現状存在していないが、2017年に民間企業が2,407人を対象にしたwebアンケート調査に
よると、日本人のベジタリアンは3.8%、ヴィーガンの割合は1.0%となっており人数自体は5%を下回っている。世界でも同様に公的調査は行われ
ていないものの、欧米諸国やヴィーガン発祥の英国等では日本と同等もしくはそれ以上の人口割合がいる事が考えられる。
（出典：株式会社フレンバシー(東京都渋谷区) 『日本のベジタリアン・ビーガン・ゆるベジ人口調査 by Vegewel』より）
こうした人口比率の少なさからも、日本のホテルやMICEでのケータリングについてもヴィーガン対応と称してサラダボウルのみが用意される等
の対応が散見されると、楠本氏は指摘する。植物性の素材を使用し、日本食を表現する事は可能であり、日本の魅力を発信する為にも、ヴィー
ガンを始めとした食の禁忌をもつ人々にも配慮が必要であると考えられる。
菜道では、調味料から食材迄全て動物性を含む一切のものを使用せずに日本食を提供しており、うな重（写真上段2枚目）も、焼き鳥(写真下段1
枚目)も全て植物性の食材を使用して味、食感、風味を全て再現している。楠本氏曰く、菜道を訪れるヴィーガンの外国人観光客から『日本には
私達が食べられるものがない』と口にする人々が多く、こうした傾向は現場の肌感覚ベースではあるが、海外の富裕層に多い傾向があるとのこ
と。海外では著名人等がヴィーガンやベジタリアンへ転身するケースも増加しており、経営者層にも広がりを見せているとのこと。

ヴィーガンに適している日本酒
流通している日本酒の9割以上が醸造の工程においてベジタリアン・
ヴィーガン認証が受けられるものの、認証を受けている酒造メーカー
が少ない為、それらの人に飲まれる機会を逸している。

②情報発信の必要性 ③日本での課題

写真全ての料理に動物由来の
素材は一切含まれておらず、
植物性の素材のみから再現が
なされている。うな重につい
てもうなぎや、おん齋麺に使
われているゆで卵についても
代替素材で精巧に調理されて
おり、見た目もさることなが
ら、味も本物と遜色がない。

日本食に対する強い需要と供給のアンバランス
菜道で最も売り上げを上げているメニューは2本700円の焼き鳥。この焼
き鳥は海外観光客が日本酒と共に注文を行うのだそうが、飛ぶように売
れている。世界一の味と品質があって、という事もあるものの、この現
象に楠本氏は『彼らは ‘日本食’を求めて来訪しているにも関わらず食べ
られる日本食が提供されている数が非常に少なく落胆している。菜道以
外で本格的なヴィーガン対応日本食が食べられる場所が如何に少ない事
かを反映しており、2本700円の焼き鳥を提供していて高いと思われた事
やレビューサイトに書き込まれた事は一度もない』と語る。
日本の魅力の発信が根底にあるIRにおいてはこうした配慮も求められる
と考えられる。

齋湯

大豆ミートじゃないよヴィーガン焼き鳥

うな重 おん齋麺 スープカレー

くまさんの米粉パンケーキ
チョコカスタードクリーム付き ブルーベリーチーズケーキ
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3-7 四号施設に求められるポイントについて 

四号施設は「我が国における各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、併せて各

地域への観光旅行に必要な運送、宿泊その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、 

国内における観光旅行の促進に資する施設であって、政令で定める基準に適合するもの」と

されており、送客施設と総称されている。送客施設に求められる要件は以下の通り。 

 

「第 12 回特定複合観光施設区域整備推進会議」資料より抜粋 

 

  

① ショーケース機能 

《具体的な要件》 

・VR 等の最先端技術によって、観光の魅力を臨場感がある形で発信する等、効果的な

方法での情報発信を行うこと。 

・目的地までのルートや交通手段、目的地での観光スポット、ホテル等旅行者に必要な

情報を、ICT 技術等も活用し、オンデマンドで分かりやすく発信する等適切な情報発信

を行うこと。 

 

② コンシェルジュ機能 

《具体的な要件》 

旅行者の関心・ニーズに応じて、 

・オーダーメイドで旅行計画を提案する機能を有すること。 

・その場で、目的地までのチケット、目的地での観光施設、交通機関、ホテル等の予約、

決済等、必要なサービスの手配をワンストップでシームレスに行う機能を有すること。 

 

③ 多言語対応機能 

《具体的な要件》 

・上記①②について、英語をはじめとした複数の外国語で提供すること。 

 

④ 送客施設の規模 

《具体的な要件》 

・多数の来訪客のニーズに対応し、上記①～③の機能を適切に発揮するため、適切な規

模の情報提供・接客や待合のためのスペースを有すること。 
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上記を鑑み、想定されるポイントは下記が想定される。 

キーワード 対応項目 対応項目例 

環境面 ・快適に接客ができる取組

が必要である 

・場合によっては貸与品等

の充実も要検討 

・接客スペースの UD 化 

・詳細は日本航空カウンタ

ースペースの例を参照 

意識面 ・コンシェルジュの質 ・障害者や多様な人々を念

頭に含めた正しい接客や接

遇を身につける 

送客先の情報収集 ・送客先のバリアフリー度

合、や UD の状況に注意が

必要 

・多様な選択肢を盛り込む

必要性がある 

・送客先で快適な体験がで

きるかを明示する必要があ

る。（アクセシブル・ツーリ

ズム推進先を連携先とする

等の取組※1） 

・少なくとも送客先の情報

収集に努める必要性がある 

障害のある外国人ゲストの

対応 

・専門用語や望む配慮をよ

り早い段階から把握する必

要がある 

・可能な限り個人属性情報

等の事前共有等を行う（電

子化された障害者手帳等か

らより精緻な顧客プロファ

イルを行い、最適な One to 

One サービスを提供等） 

使いやすさ ・各共有部での対応 ・単純で直感的な利用 

・少ない身体的な努力 

・接近や利用のためのサイ

ズと空間 

多言語対応 ・国際手話等の対応が必要

になる可能性が高い為、手

段を多様化させる必要性が

ある 

・日本手話以外にも他国の

手話へ配慮した取組を行う 

・手話リレーサービス等の

国内の情報保障に向けた取

組等も行う※2 

※1 アクセシブル・ツーリズムとは、障害者や高齢者等、移動やコミュニケーションにおけ

る困難さに直面する人々のニーズに応えながら、誰もが旅を楽しめることを目指す取組。 

※2 手話は国によって独自の言語として確立されており、その全てを網羅する事は困難を極

める為、手話以外のコミュニケーション手段も多様化する必要がある。 
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誰もが旅を楽しめるツアー、ユニバーサルツーリズム推進企業の取組

名称 ：KNT-CTホールディングス株式会社
所在地 ：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
主な視察項目：ユニバーサルツーリズム、アクセシブルツーリズムについて

の取組事例と今後の課題点のヒアリング

同社が行ったペルーのマチュピチュへのツアーの様子

同社は、誰もが楽しめるツアーを開始し、加齢や障害が理由で旅を諦めてい
た方も含めて、全ての方が楽しめるツアーの開発を1997年より開始。同社が
手掛けるツアーは物理的な課題を解決する事はもとより、一人一人の顧客の
「旅への課題」や「思い」に向き合う事を重要としており、「お客様の“し
たい”を“できる”にする」旅を創造している。

①バリアフリー国内旅行 外出機会を提供するツアーの実現
可能な限りリフト付きバス等や移動のバリアを排除しながら、ツ
アーを組成し、全国の花巡り・祭り花火等の旅を企画している。
ツアー企画にあたっては、バリアの多くは人的サポートや工夫で対
応できることを受入側にもアドバイスしつつ、押しつけではなく受
入側と一緒に検討が行われている。例えば、駐車場から施設の入り
口までが遠ければ小型車両で輸送する工夫や、バリアフリールーム
の無い宿泊施設には浴室に「滑り止めマット」や「シャワーチェ
ア」を準備するなど、工夫によって乗り越えられる事を一緒に検討
している。また、情報の発信においては施設のバリア情報も「浴室
の段差10cm」と具体的に提示することで当事者が判断できるように
している。画像や動画を活用しバリア・バリアフリー情報の見える
化も重要な要素である為、可能な限り情報の透明化に努めている。

それぞれのニーズを掴み、リピーターを獲得しているツアー
お客様の「目が見えなくても、一生に一度でいいから、車の運転をし
てみたい」という想いにこたえてスタートした、「視覚障がい者自動
車運転体験ツアー（企画・実施 株式会社近畿日本ツーリスト首都
圏）」は、これまでに20回以上開催され、延べ200名以上の視覚障害
者が参加しているツアーとなっている。募集開始の都度、早期に完売
する他、10回以上同じツアーに参加するヘビーリピーターもいる。ま
た、「視覚障がい者向けセスナ機操縦体験（まつりインハワイ）」も
開催しており、バリエーションも拡充している。この様に行ける事だ
けを目的とせずに、お客様一人一人のニーズに向き合い「ワクワク」
や「一歩を踏み出したくなる」という外出機会に繋がる取組が実践さ
れている。

②視覚障害者向け自動車運転体験ツアー

④現状の課題について

バリアフリー情報の集約と多様化に向けた取組
今回、15年以上に渡り同社でユニバーサルツーリズムに従事してきた渕
山氏に、IRにおける送客施設で想定される課題等を伺った。渕山氏曰く、
課題点は2つあり①各地におけるアクセシブルな観光地の情報が集約さ
れていない事②常時多様な方が楽しめるツアーが不足している事。と考
えられている。

①各自治体もアクセシブルツーリズムの重要性を理解し始め、取組は地
方にも広がりを見せている。受入可能な環境整備が行われている一方で
広報や集客も各地でバラバラで行われている為、効率的な周知や送客が
出来ていないとの問題点がある。こうした課題はアクセシブルツーリズ
ムを扱ったプラットフォーム等で情報を集約し、発信する等を通じて改
善が求められるとのこと。
②常時多様な方が楽しめるツアーが不足している点もIRにおける課題と
しては大きい。現在開催されているツアーは予め顧客へ周知を行い、募
集人数を確保してから開催する募集型ツアーが主流。しかし、IRで設け
られると想定されている送客施設は、当日来店した顧客を即時もしくは
翌日には送客する、当日参加型ツアーが主流と考えられる。その為、機
動的な受け入れが可能な環境を整備する必要があると考えられ、アクセ
シブルツーリズムの重要性等をより多くの受け入れ側事業者に啓蒙し、
導入を促す事で間口を拡大し、改善する事が出来るとのこと。

③社員研修を通じたソフト面の強化

従業員、添乗員への研修の実施
上記で紹介したい視覚障害者向け自動車運転体験ツアー等に
添乗する社員や新入社員は、自らが視覚障害者となる疑似体
験を行い、視覚障害者へ適切な誘導を行う等、実務的な教育
研修も取り入れている。また、外部の研修プログラム等も積
極的に取り入れており、従業員のソフト面に関する能力開発
も継続的に行っている。
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日々多様な利用者が訪れるカウンターにて行われる細やかな配慮

お手伝いを希望されるお客さま専用カウンター

日本で最も長い国内線と国際線の歴史を持ち、日本を代表する主要航空会社
である日本航空。東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、
誰もが旅、スポーツ、文化を楽しむことができる社会の実現を目指し、移動
にバリアを感じている方々のご旅行者の数を2020年度までに2017年度実績の
1.5倍以上（20万人以上）とすることを目標としている。日々多様な利用者
が訪れる空港カウンターでは、それぞれのニーズに応じた細やかな配慮を
行っている。また、全社員に向けた研修を実施しており、マインドの醸成を
通じて、行き届いたサービス提供を行っている。

①ハード面での配慮

低めのカウンターの設置
受付発券機は立位・座位両方からアプローチ可能な高さに設置され（写真1枚目）、記入用紙の置かれたカウンターは高低2タイプあり、身
長に応じて選択が可能となっている（写真2枚目）。接客カウンターはロータイプのものが設けられており、着座や車いすに乗ったまま利用
することができる。また、カウンターには杖置きが設置されており、歩行を支える杖や白杖を置くことができる（写真3枚目） 。

多様なお客さまを想定した多様な車いすの用意
機内までの移動を考慮した車いすを用意しており、木製・竹製のものは完全な非金属製であるため、保安検査場をストレスなく利用する
ことができる他、天然素材のぬくもりと優れたクッション性により、快適な乗り心地を提供している（写真1,2枚目）。木製の車いすは、
大小2種類の幅のものがあり、身体のサイズの大きめな方など、身体状況に応じて利用することができる（写真1枚目）。身体状況に応じ
て、エクステンションベルトの用意も行っている（写真3枚目）。さらにはフルフラットになる車いすの用意もあり、日常でストレッ
チャータイプの車いすを利用している方が利用することができる（写真4枚目）。

聴覚障害者に配慮した設備
カウンターでは文字情報でのコミュニケーションを可能とする筆談ボード（写真1枚目）、筆談アプリが設けられている。筆談アプリ
は対面で書いた情報が反転して表示されるため、タブレットの方向を変えることなく、コミュニケーションが可能である（写真2枚
目）。頻出の内容に関してはコミュニケーションボードが用意されており、指差しだけで回答できるようになっている（写真3枚目）。
その他、カウンターでは遠隔手話通訳サービスも導入されており、手話でのコミュニケーションも可能である（写真4枚目）。

聞き取りやすいスピーカーの設置
雑音下でもクリアな音を届ける仕様のスピーカーを設置しており、聴覚障害者の方だけでなく、老
人性難聴の方なども 聞き取りやすい配慮となっている。

②情報面での配慮

名称 ：日本航空カウンター
所在地 ：東京都大田区羽田空港
主な視察項目：お手伝いを希望されるお客さま専用カウンター
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事前の情報提供
利用者の不安を少しでも取り除くため、「お手伝いを希望されるお客さま向けのWebページ」を設け、事前に可能な限りの情報を提供し
ている。2019年2月にはリニューアルを行い、利用者からの「よりわかりやすく、集約した情報がみれるサイトにしてほしい」という声を
もとに、障害のあるお客さまや同社の障害のある社員など、当事者の目線を徹底的に反映している。

日々多様な利用者が訪れるカウンターにて行われる細やかな配慮

全社的な意識醸成
以下の通り、対象ごとに社員研修を実施し、全社的なマインドの醸成を図っている。
【グループ全社員向け】
移動にバリアを感じているお客さまのアクセシビリティに関する基礎研修を実施。空港や客室など直接お客さまに関わる社員のみならず、
グループ全社員を対象として心のバリアフリーの実践を目指している。研修を通し、障害者・高齢者を含む多様な方々と向き合うための
マインド醸成を図っている。

【サービスフロント向け】
サービスフロント（予約・空港・客室）では、上記の「グループ全社員向け教育」に加え、移動にバリアを感じているお客さまのご案内
に関する教育研修を部門ごとに行っている。2019年度には、既存の教育教材をベースにテキストの内容をアップデートし、動画補助教材
を新規作成している。
①テキストアップデート：研修で使用するテキストの内容を見直し、予約・空港・客室共通のテキストを作成。
②動画教材：実践的な内容をより分かりやすく伝えるため、副教材として動画を作成。（例 車いすをご利用のお客さま/聴覚・視覚障害
のあるお客さまの空港・機内でのご案内等） 教育研修や個人の予習・復習などで使用している。

【研修の実施状況】
・グループ会社である株式会社JALサンライトのろう者社員による『手話講座』を客室乗務員向けに定期的に開催(月に8回)。

基本的な挨拶や、機内で使う手話表現を学んでいる。
・空港スタッフは入社時に必ず介助技術の基礎を学ぶためのプライオリティゲスト教育を受講している。
・2年に1回各空港にテーマ（車いすご利用のお客さまのご案内、目の不自由なお客さまのご案内など）を提示し、各空港のサービス介助
士の資格を持つスタッフから全空港スタッフに教育を行っている。

ハードとソフト両軸の取組
日本航空株式会社及びその特例子会社である株式会社JALサンライトの障害者雇用率は、2.7％（2019.6.1時点）となっており、法定雇用率
より高い水準となっている。障害者雇用を促進するにあたり、まずハード面では、エレベーターの音声案内や多目的トイレなどの施設や、
音声読み上げソフト、拡大読書器、音声文字変換ソフトなどの機器の活用による職場環境の整備を図っている。また、ソフト面では、障
害に関する理解を深めるセミナー、全社員対象のe-learningの実施や、新入社員や管理職研修などの機会を活用し、ダイバーシティ＆イン
クルージョンに関する社員の理解促進に取り組んでいる。

③意識面での配慮

②情報面での配慮

④障害者雇用の促進

①動画でご利用方法を説明（写真1枚目）
→車いすでの搭乗方法、酸素ボトルや上体固定ベルトなど備品の使い方など、お客さ
まからわかりにくいという声が最も多かった手順を動画で掲載することで、飛行機に
乗ることをイメージすることができる。

②一気通貫した情報提供（障害ごとにメニューを選んだら予約～到着までのサポート
内容が1つのページで確認できる）（写真2枚目/知的・発達障害のあるお客さま向けの
ページにて掲載されたオリジナルパンフレット）
→障害種別をクリックすると、お客さまのご利用流れに沿って利用可能なサポートの
一連が集約して掲載されており、簡単にほしい情報が手に入る。

③旅の選択肢や魅力を提供（障害のある方が楽しめるツアーの紹介や障害を乗り越え
て旅やスポーツを楽しんでいる方のインタビュー掲載）（写真3枚目）
→次回の旅行の計画に参考になるようなアクセシブルツーリズム情報や新たなサービ
スのお知らせを掲載することで、「楽しみ」も提供し、ワクワクするようなサイトづ
くりを行っている。
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3-8 五号施設に求められるポイントについて 

五号施設は、ホテルや旅館等の宿泊施設が想定されており、「利用者の需要の高度化及び

多様化に対応した宿泊施設であって、政令で定める基準に適合するもの」と定められている。

宿泊施設では、滞在時間の中でも大きな割合が占められる事や、食・住に関する項目である

為、環境、意識、情報面で細やかな配慮が求められる。また、滞在時間が長い為、滞在中に

災害に遭う可能性も高い事から、災害時対策も重要な取組と考えられる。 

上記を鑑み、想定されるポイントは下記が想定される。なお、東京都では 2019 年 9 月以

降に着工するホテルは全室バリアフリー基準が設けられており、少なくとも IR 運営を行う

特別区については、東京都の条例以上のものが準拠される事が必須と考えられる。各項目に

ついての明記は避けて記載を行うが、特に参考にされたい箇所等は事例を参照頂きたい。 

キーワード 対応項目 対応項目例 

環境面 ・客室を含めた施設全体へ

の対応 

・客室、共有部以外への対

応。例えば、ホテル併設のレ

ストラン等ではビュッフェ

スタイルが一般的。各料理

がより多くの方に見えやす

く、取りやすくなっている

か等ホテル内で行う全ての

箇所に目を配る必要がある 

意識面 ・一般的なサービス 

・特別な配慮が必要な方へ

の接客・接遇 

・障害者や多様な人々を念

頭に含めた正しい接客や接

遇を身につける 

情報面 ・ホテルに関する情報の詳

細な開示 

・予約前に室内の詳細な情

報等を確認する為の取組等

を行う。 

 

災害時の対応 ・避難訓練 

・災害情報の多様な発信方

法 

・あらゆる人々を想定した

訓練対策等を行う 
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お客様の声を取り入れ、常にスパイラルアップを図るホテル

名称 ：京王プラザホテル
所在地 ：東京都新宿区西新宿２丁目２−１
竣工年 ：1971年
主な視察項目：共用部分/客室

施設外観

世界中のビジネスマンや旅行者が訪れる西新宿に位置し、国賓や、多くの
VIPを迎え入れ、 国際会議や学会のメイン会場としても広く施設を提供して
いる。1988年に世界リハビリテーション会議の会場となったことがきっかけ
にユニバーサルルームを設置した他、多言語対応や宗教や文化習慣への配慮
など、お客様の声を取り入れながら、国際ホテルとしてのサービス品質向上
を図っている。

①事前の情報発信

ユニバーサル対応に関するWebページの制作
京王プラザホテルの公式Webページには「ユニバーサ
ル対応」のページが設けられ、最寄駅から段差無くア
クセスできるルート案内の動画やユニバーサルルーム
内の写真・部屋の間取り・寸法、貸出備品等を紹介し
ている。
事前に必要な情報を取得できることで、利用客の満足
度向上やオペレーションコストの軽減に繋がっている。

水回りに引き戸を採用・手すりの設置
すべてのお客様への対応を目指したユニバーサルルームが13室（3タイプ）あり、貸出し備品・器具は利用客の希望に応じて取り付けが可能
となっている（写真1枚目：トイレは必要に応じて手すり、背もたれ、背もたれクッションが取り付けることが可能）。バスタブには移乗ス
ペース30～40cmを設けているほか、バスタブ用滑り止めマット、バスタブへの移乗台、バスクリップ（バスタブ用手すり）、バスステップ
（踏み台）、バスボード、シャワーチェアの用意があり、備品に関しては一般部屋での利用も可能となっている（写真2枚目）。車いすに
乗ったままでも利用できる洗い場のある客室では、自走式防水加工車いすの貸出を行っている（写真3枚目：ジュニアスイート/ユニバーサル
デザイン）。配管の関係で床が高くなってしまうバスルームへのアプローチには、常設スロープを設置している（写真4枚目）。

共用部での視認性確保
ユニバーサルルームが設けられた本館30階は一般フロアよりも照明が
明るく設定されており、廊下カーペットは、廊下と客室の境界線にデ
ザイン性のあるコントラストをつけることで、その境目が認識しやす
くなっている。また、ドアチャイムやカードキーセンサーなどの設備
は黒色で白色背景の壁に設置することで、設備位置を視認しやすくし
ている（写真1枚目）。客室番号プレートは触っても痛くない浮き出し
文字が採用されている（写真2枚目）。

音声による誘導
音声標識ガイドシステム（本館30階エレベーターホールのみ）
が、利用客が手持ちのシグナルエイド（小型送受信機）に反応
し、客室やエレベーターホールの方向を音声案内する。シグナ
ルエイドはチェックイン時にフロントで貸出しも可能で、日本
語と英語に対応している。

②選択肢を提供するユニバーサルルーム

③視覚障害者向けの配慮
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お客様の声を取り入れ、常にスパイラルアップを図るホテル

③視覚障害者向けの配慮

アラートシステムセット
来客訪問時（ドアチャイム）、客室電話が鳴った時、デバイス（UDトーク等）の着信、火災・緊急発生時に、モニターに文字とピクトグ
ラムを表示し、室内灯の点滅とバイブレータークッションの作動で知らせている（写真1枚目：バイブレータークッション、写真2枚目：
モニター）。また、 iPadの貸出しも行っており、コミュニケーション支援アプリのUDトークによって、電話の代わりにタブレットを使用
した筆談・文字でのフロントとのコミュニケーションが可能である（写真3枚目）。

④聴覚障害者向けの配慮

視認性の高いスイッチ
客室内のスイッチ類は文字だけではなくピクトグラム
がついており、照明や電動カーテンのスイッチが直観
的に把握しやすくなっている。弱視の方を考慮し、配
色は白黒反転である。

アメニティへの工夫
アメニティのシャンプーには輪ゴムを２本、コンディ
ショナーには輪ゴムを１本、ボディーソープには輪ゴ
ムなしの状態でセットされ、それぞれの区別がつくよ
う工夫がなされている。

⑤補助犬に対する配慮

補助犬の受入れ
京王プラザホテルは補助犬専用のトイレ施設を2007年に、ホテル業界としては始めて設置している。床面より高い段を設置し、そこでト
イレをさせることで車いす使用者が後片付けをしやすいようにしているほか、動線上の床面には点字ブロックを設置するなど、ユーザー
に使いやすく、やさしい施設となっている。車いすの取り回しのしやすいウッドデッキと犬の足に優しい素材の人工芝を組み合わせた仕
様となっている（写真1枚目）。エサ用ボウルとマットの無料貸出も行っている（写真2枚目）。

⑥従業員教育

心のバリアフリーの取組
ハードの整備だけでなく、ソフトの充実化がお客様満足度の向上に欠かせないと考える京王プラ
ザホテルは、全社のさまざまな部門から約20名が公募で集まり、社内プロジェクト「バーズア
イ」として、エコロジー、バリアフリー、社会貢献をテーマに活動してる。バーズアイは15年以
上に及ぶ活動を行っており、その中で、高齢者や障害者のお客様に対するマナーや向き合い方な
どを学ぶ機会を設けている。また、難しい専門知識よりまず、声がけをするマインドの大切さを
学ぶことを重要視し、継続して新入社員研修などでも学ぶ機会を設けている。そういった取組か
ら、高齢の人や障害のある人などに配慮した施設整備やサービス提供など、「心のバリアフ
リー」に対して優れた取組を行う企業等を東京都が認定する、「『心のバリアフリー』サポート
企業」として京王プラザホテルが登録されている。
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デザイン性を兼ね備え、多様な方々への快適さを追求したホテル

名称 ：JR東日本ホテルメッツ 秋葉原
所在地 ：東京都千代田区外神田１丁目１７−４
竣工年 ：2019年
主な視察項目：共用部分/客室

施設外観

ビジネス・観光・インバウンドといった様々な方が訪れる秋葉原駅にほど近
いJR東日本ホテルメッツ 秋葉原は、「多くの人が交わり新しい物やサービ
ス・文化が生まれるこの街で快適な滞在を提供し、さら なる地域活性に貢
献する」ことをテーマに、利便性と快適性を備えた空間を提供している。
全客室（196室）がバリアフリー設計であり、多様な方々の受入れを行って
いる。

①一般客室のバリアフリー化

ゆとりのある客室出入口
一般客室の出入口は有効80cmあり、車いす使用者やベビーカー
使用者が利用しやすい幅を全室で確保している。一般客室内はす
べて段差が無く、フラットな仕様となっている。

水回りに引き戸を採用・手すりの設置
水回りの扉には引き戸が用いられ、アクセスしやすい仕様となっている。（写真1枚目：スーペリア/ステーションサイド ルームの水回
り、写真2枚目：スーペリアルームのトイレ）。トイレ便座横には縦手すりが設置され（写真3枚目） 、浴槽横にも横手すり及びシャ
ワーバー兼用の縦手すりが設けられており、足腰が不自由な方や高齢者等の立ち座りを補助する機能がある（写真4枚目）。

ベッド下の空間確保
ベッド下には空間が設けられ、スーツケースを置くなどして有
効活用できる他、車いす使用者がベッド近くまでアプローチす
ることが出来るようになっている。

低い位置のスイッチ・コンセント類
スイッチやコンセント類は座位でも手が届く高さに設置されて
いる。コンセントだけでなく、USBポートも併設されている。

水回りと客室を仕切るブラインド
一部客室（スーペリアルーム）では、客室内にロールスクリーンを
設けることで、客室内を仕切り、部屋の一部を脱衣所として機能す
ることができるようにしている。

バルコニーまでフラット
バルコニーが併設された客室は、バルコニーまでがフラットに
なっている。バルコニーの壁は透明なガラスとなっており、秋
葉原の街を一望することができる。
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選択肢の提供
収納棚のバーは高低両方に取り付けることができ、利用者に応
じて高さを調整できる（写真1枚目）。客室出入口のドアス
コープも高低両方の高さに設置され、立位・座位・身長を問わ
ず利用可能である（写真2枚目）。

デザイン性を兼ね備え、多様な方々への快適さを追求したホテル

エレベーターの両側に操作盤及びカードキーパネル
エレベーター内部の扉横には左右両側に操作ボタン及びカード
キーパネルが設置されている。左右を問わずに利用できるため、
混雑時や片半身麻痺の方への配慮となっている。

立体的なサイン
館内のサインは立体的につくられており、部屋番号等を触れ
て確認することができる。また、ランドリーや自動販売機、
製氷機といったマークをオリジナルで作成されており、言語
に頼らない情報伝達を行っている。

③共用部への配慮

セルフカウンターの多言語対応
受付にはセルフチェックイン機が設けられ、利用客自身のペー
スで、円滑なチェックインからチェックアウトまでが可能と
なっている。チェックイン機は多言語（日英中韓）に対応（写
真2枚目）。セルフチェックイン機だけでなく、対面カウン
ターでの接客対応も行っている。

②洗練されたデザインのユニバーサルデザインルーム

一般客室と変わらないデザイン性
スーペリアツインの1室がユニバーサルデザインルームとなって
おり、ユニバーサルデザインルームを限定的なお客様のためと
するわけではなく、利用者の選択肢を広げられるようデザイン
されている。随所にあしらわれた幾何学模様は秋葉原の電気街
から着想を得たデザインとなっている。

可動式のトイレ手すり、高低両方の非常用ボタン
トイレ手すりは使用しないときには上に跳ね上げることができ、
必要な時のみ出すことができる。トイレの非常用ボタンは高低2
つの位置に設置されており、トイレ内で非常が起こったときの
配慮となっている。

低めのベッド
ユニバーサルデザインルームのベッドは高さ45cmと一般客室よ
り低めの高さとなっている（一般客室はベッド高さ60cm）。こ
れは車いすからの移乗を考慮したためである。

④チャットボットを活用したシステム

多言語対応のチャットボット
ホテルメッツ秋葉原のWebページにはチャットボットが取り入
れられ、予約や疑問点の解消などをWebページを通じて行うこ
とができる。チェックイン機同様に、多言語（日英中韓）に対
応している。
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多様な方々が安心して宿泊できるホテル‐ハイアットリージェンシー 東京‐

名称 ：ハイアット リージェンシー 東京
所在地 ：東京都新宿区西新宿２丁目７−２
竣工年 ：1980年
客室数 ：746室
主な視察項目：客室部分

外観部分

40年近くの歴史があるホテル。細部に迄工夫が施され、障害の有無に関わ
らず、多様な方が快適に過ごす事の出来るホテルとなっている。所謂“バリ
アフリー法”やバリアフリーに関する標準設計の無かった時代に建設された
ホテルであるが、改修の都度で改善点を議論しながら工夫が重ねられた。

①机周りの工夫

机自体への工夫
椅子を動かせば車いすのまま
使用できる机。角にぶつからな
い様に配慮されたデザイン

細部へ施されたピクトグラム
コンセントの仕様用途について
もわかりやすく付記。

設置が工夫された金庫、冷蔵庫
従来の多くの金庫や冷蔵庫は低
い位置に設置されている為、
しゃがんで使用しなければなら
なかったが、設置場所や開閉の
方向を変えることにより多くの
人に使いやすい作りになってい
る。

②部屋全体への配慮

でっぱりや角がない設計
小さな子供や車いすの旋回にも
配慮された作り。

③装備品に関する配慮

高さを選べるクローゼット
車いす使用者や低身長の方もク
ローゼットを利用できる様に、
ハンガーの高さが複数用意され
ている。

段差の無い部屋作り
部屋に段差がなく、車いすを利
用される方や、足元に不安のあ
る方々の移動にも困難さがない。

動線を配慮した手摺と多言語対
応トイレ
意匠にも配慮されたデザイン。
ウォシュレットや洗浄ボタンに
ついて英語も併記されている。

車いす対応がなされた洗面
車いすのまま利用が出来る様に
設計された洗面台。洗面台の下
のスペースを確保する事により、
車いすのまま利用が可能。

④浴室周辺に関する配慮

介助者ニーズも部屋作りに活用
UDルーム利用者の意見を収集し、
当事者・介助者共に困難さが伴
う浴槽をあえて取り外し、シャ
ワーのみとしている。
また、シャワーブースは引き戸
となっている事も配慮の一つ。

多言語対応された室内装備
多言語対応されたタブレットを
設置。照明とカーテン操作が可
能。

客室内トイレ

客室内廊下

④

③

②

①

[ユニバーサルデザインルーム]
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客室以外にも配慮された設計

⑤外国人（様々な宗教）への配慮

祈祷への対応
祈祷をしたいという要望に対応
して館内のスペースを貸し出す
事もある。

⑥施設内レストランのアクセシビリティ

バリアフリー化された飲食店
館内には9つの飲食店がある（飲食店は全て直営）。その内バーの
一部箇所を除き、全てバリアフリー化されている。

視覚障害者へ配慮された昇降機
進行方向や到着階が音声で読み
上げられ、視覚障害者情報を伝
達している。

詳細な情報の表記
トイレの有無のみではなく、オストメイト対応の有無なども表記さ
れている。右の写真はオストメイト対応トイレ

⑦共有部における各種配慮

⑧先進技術を活用した試み

人工知能を搭載したタブレット端末の設置
Amazon社が提供している人工知能“アレクサ”を搭載したタブレット
がロビーの一角に設置されている。宿泊客などからよくある質問に対
する回答を予め当該タブレットに学習させておくことにより、すぐに
聞きたい情報を得られるようにしている。（2019年12末迄の試行、利
用状況によりその後の利用を検討。）

多言語に対応した自動両替機
自動両替機を設置。多言語対応。

ソフト面に対する対応 情報部分に対する対応

災害発生時等は日本語の他、英語でも避難の警告を実
施。サイレンや館内放送を聞けない視覚障害者への配
慮として、フラッシュライトをユニバーサルルームで
導入している。

ハイアットのブランドスタンダードを基に、特別な配慮も
日常的なことであるとする「お客様一人一人に応じたホスピ
タリティ」という考えを持つ従業員を育成するとともに、さ
らに多様なニーズに対応すべく約15年前から外部研修を積極
的に取り入れ、資格取得の費用を会社で負担する等、対応力
の強化を図っている。また、ソフトとハード両面での品質向
上の為、宿泊客からの意見を複数のチャネルを通じて収集し、
高い水準の品質を維持する為の取組が行われている。

左図は中国人宿泊客向けにルーム
サービスの案内等を行う為に活用
するQRコードシステム。QRコード
を読み込むと避難情報や安全に関
する情報を発信するリンクページ
へとアクセスが可能。本コードは、
中国人宿泊客がチェックインする
際、手渡しされる予定。（今後運
用開始）

館内では、エレベーターのボタン
部分等に点字が施されており、視
覚障害者への配慮も行われていた。
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ダイバーシティ＆インクルージョンな職場からつくられる多様な方に配慮された空間

名称 ：Hotel Ilunion Atrium
所在地 ：Calle de Emilio Vargas, 3-5, 28043 Madrid, spain
竣工年 ：2008年
主な視察項目：共用部分/客室

施設内

1938年に発足したスペイン視覚障害者協会が前身であり、協会の営利事業を
分社化してホテル事業や施設の清掃、金融、デイケアサービス、小売等を展
開するイルニオン社。ホテル イルニオンでは、アクセシブルルームだけで
なく一般客室にも随所に細やかな配慮が見られた。

③細部への配慮

点字の付いた備品、視認性が確保された設備
視覚障害者の方が判別可能なように、各アメニティには点字がついている。また、バスジェルとシャンプーのキャップは白と黒と視認性
の高い色に分けることで、判別性を高めている（写真1,2枚目）。部屋に設置された電話はボタンが大きく、文字の視認性が良いものが採
用されている（写真3枚目）。

インクルーシブなホテルであることを伝えるメッセージ
レセプションの至る所にインクルージョンなホテルであることを伝
えるメッセージが書かれている。モデルは障害のある社員（写真
右）。

①多様な方を受け入れる受付

フラットでゆったりとした客室と備品
一般的なダブルルーム内は浴室までフラットでゆったりとした空間が確保されている。浴室のドアは押し引き両方可能な仕様と
なっている（写真2枚目）。洗面台の下にはクリアランスがあり、車いすでもアプローチ可能となっている。

②一般客室にも行き届いた配慮

聴覚障害者向けの設備
聴覚障害のある方の受入れを円滑に行うため、コミュニケーション
にSkypeを取り入れている（写真左：担当者用のモニター）。また、
補聴器用磁気ループを設置し、難聴の方が音声を聞き取りやすい環
境づくりを行っている（写真右）。

障害者雇用の取組み

同社の従業員3.5万人の40%に相当する、1.4万人が障害者であり、ダイバー
シティ＆インクルージョンが世界で最も進んでいる会社の一つである。イル
ニオン社は障害者雇用を促進しながら、経済性を兼ね備えた持続可能な事業
を多数展開しており、ダイバーシティ＆インクルージョンな場を通じて、競
争力の源泉を手に入れ、企業価値の向上に繋げている。障害者雇用にあたっ
ては、グループ単位での大量採用を実施しており、そうすることで障害のあ
る方同士が切磋琢磨し、競争力の向上及び離職率の低下に繋がっている。
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ダイバーシティ＆インクルージョンな職場からつくられる多様な方に配慮された空間

③利用者のことを考えたアクセシブルルーム

充実した水回り設備
シャワーチェア・トイレ共に両側に手すりが設置されている（写真1,2枚目）シャワーチェアとトイレの間はパーテーションによって仕切
ることも可能（写真3枚目）。広い浴室内には温風器が設けられている（写真4枚目）。タオル類は可動式の低いワゴンの中にあり、移動
させることができる（写真5枚目）。

選択肢を提供する設備
クローゼットのハンガーラックは引き下げられる仕様となっており、
立位・座位の両方に対応している（写真左）。ベッドはリモコンで
リクライニング及び上下に動かすことが出来、個々の身体状況等に
応じて、最適な高さ・角度を選択することが出来る（写真右）。

③利用者のことを考えたアクセシブルルーム

軽い力で利用可能な扉
手先が不自由な方や力が入りづらい方へ配慮して、扉などの操作負担がなるべく無いような工夫
がなされており、金庫下の棚は引き出すのではなく、押せば開くタイプとなっている。また、金
庫の設置位置は低めである（写真1枚目）。冷蔵庫の扉は、握ったり引っ掛けたりしやすいよう
に、棒状の取っ手が付いており、外側の扉を開けば冷蔵庫本体の扉も開く（写真2,3枚目）。

③利用者のことを考えたアクセシブルルーム

自動ドアとインターホンカメラの設置
部屋の扉は開き戸であるが、カードキーをかざすと自動で開く仕様
となっており、肢体不自由者やベビーカー使用者、重い荷物を持つ
方などへの配慮となっている（写真左）。ドアにはインターホンカ
メラが設置されており、音声だけでなく、視覚情報でも相手を確認
することができる。このインターホンは取り外して持ち運びも可能
である（写真右）。

必要なときに出せる設備
上体を起こす際に捕まれるよ
うなバーを天井から降ろせる
ようになっている。

④平常時と非常時両方使える設備

充実した水回り設備
客室内にはインターネットテレビの上部及び浴室ドアの上にフラッ
シュライトが設置され、インターホンが鳴った場合は緑色、非常時は
赤色に光り、音声だけでなく視覚での情報も届ける。
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3-9 六号施設に求められるポイントについて 

六号施設は、エンターテインメントやアクティビティを含む、観光旅行客の誘致や滞在を

促す施設を指し、下記の様に定められている。 

「前各号（一号～五号）に掲げるもののほか、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進

に寄与する施設」 

ショッピングモールやテーマパーク等が想定されており、規模が大きくなる可能性が高い。

その為、多くの部分で一号及び二号施設と重複箇所がある。当事者の事前調査において最も

課題を感じた項目でもあり、アトラクション等を導入する際には、環境面での取組が最も重

要である。並行し、情報の質を上げ、利用者が選択し利用できる環境整備も求められる。 

キーワード 対応項目 対応項目例 

施設規模（大きさ、広さ等） ・施設自体が巨大である為、

内部での経路等を分かりや

すく伝える必要がある。 

・身体的負荷の大きいアト

ラクション等について（ジ

ェットコースター等） 

・視認性の高いサインや掲

示 

・サイン以外の代替手段で

の伝達方法（AR 技術やその

他 ICT 技術等を活用した方

法） 

・移動に係る労力への配慮

（施設間移動や貸与品等を

用意した移動労力の低減の

為の取組） 

・非常時への対応（健常者の

みを対象とした避難訓練の

みならず、様々な人々を想

定した訓練の取組等） 

・迷わない為の工夫や小さ

な子供が迷子にならない為

の工夫（エリア毎の色を変

える等の取組） 

・身体的負荷の大きいアト

ラクションについては、利

用規約等を予め定め、その

情報が用意に入手可能な状

態にしておく事が求められ

る。 

・アトラクション等は身体

的負荷だけではなく、様々
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な方に配慮し、大きな音が

出る、強い光が伴う等様々

な方に配慮した情報を発信

する 

貸与品 各施設で、より多くの人が

楽しめる為の工夫を行う 

・プール等で防水車いすの

貸出を行う等、より多くの

人が同時に楽しめる為の具

体的工夫を行う 
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多様な空間で年齢や障害の有無に関わらず、お客様を受け入れるテーマパーク

名称 ：アドベンチャーワールド
所在地 ：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地
竣工年 ：1978年
主な視察項目：障害者向けのイベントの開催／事前の情報提供

イルカショーの会場

陸、海、空の140種1,400頭の動物が暮らす「こころにスマイル未来創造パー
ク」をテーマに掲げたテーマパークである。ジャイアントパンダをはじめ、
希少動物の繁殖に成功し、保護研究を進めている他、スケールの大きいイル
カショーやドリームナイト・アット・ザ・ズーの開催等、年齢や障害の有無
を問わずに、楽しむことができる工夫がなされている。

④事前の情報提供

バリアフリーガイドの制作
障害のある方、ご高齢の方、ベビーカー利用者等、サポート情報が必要な方に向けて、施設やアトラクションのサポート内容や、注意点、
利用時のお願いなどバリアフリーガイドとしてまとめている。ガイドはHP上で公開されており、施設に行く前に事前に必要な情報を得るこ
とができる。

③車いすご利用者の優先座席の改善

意識調査アンケートの実施
イベント当日には来園者のバリアフ
リーを含めた満足度アンケートを実施
し、利用者の声を取り入れながら、ス
パイラルアップを図っている。

①イベント開催による障害者の積極的な受入れ

当事者の声を取り入れた改善
サファリエリアを一周する列車タイプの専用車「ケニア号」では、一
車両に車いすのまま乗車できる席が1列分の3席のみであったが、より
多くの車いすやベビーカー利用者が乗車できるよう、一列ごとにベン
チを外し、12席全ての座席に車いすのまま入れるようにしている。

アトラクションごとのサポート
各アトラクションにより設備状況が異なるが、アトラクション
ごとに必要なスロープ等の備品やサポート範囲を定め、お客様
の利用範囲を狭めない工夫をしている。

②利用範囲を狭めない工夫

ドリームナイト・アット・ザ・ズーの開催
障害のある子どもとその家族を動物園や水族館に招待し、楽しいひと時を過ごしてもらう国際的な
プログラム「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」に取り組んでいる。イベント開催にあたり、事
前に障害当事者を入れた施設調査や高齢者・障害者対応のスタッフ研修を実施した。2017年は和歌
山県在住の障がいのあるお子さまとそのご家族約250組、2018年は近畿圏在住の約500組、2019年は
日本全国の約500組のゲストを招待し、年々その取組の輪を広げている。

 



45 

 

お客様の声を聞き、常に変わり続けより快適な空間づくりを行う

ショッピングモール

名称 ：イオンレイクタウン
所在地 ：埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1(mori棟)

埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2(kaze棟)
埼玉県越谷市レイクタウン４丁目１−１(Outlet棟)

開業年 ：2008年
敷地面積 ：337,357㎡(kaze棟、mori棟、アウトレット棟合算)

外観部分

イオンレイクタウンは、埼玉県越谷市レイクタウンにある、ショッピング
モール。イオンレイクタウンは、ファミリー層をターゲットとしたmori棟、30
代以上をターゲットとしたkaze棟とアウトレットのアウトレット棟の3棟が併設
されている。イオンレイクタウンは日本一広い面積のショッピングモールであ
り、随所にユニバーサルデザインの取組が見られた。

また、イオングループのユニバーサルデザインに対する取組の歴史は古く、
2005年に日本で初めてモールのユニバーサルデザインを実施した歴史を持つ。

『おもてなしの気持ち』を表現し、快適な空間を創造
イオンが展開するショッピングモールの空間は全てUD理念に基づいて設計されて
おり、その根底にあるものは『おもてなしの気持ち』を表現する為、との想い。
全てのお客様が「なぜか快適」「なぜか気持ちいい」を体験できるよう、『迷わ
ない』『疲れない』『楽しい（演出）』をキーワードに、モールのあらゆる場所
や場面でユニバーサルデザインを体現している。
左図はイオンモール株式会社作成の『「持続可能な開発目標」に係る取組』の説
明資料からの抜粋。

ユニバーサルデザインに対する理念を掲げる

取組プロセスの確立

全店舗で再現可能なプロセスの確立
ユニバーサルデザインの進め方を確立し、全ての店舗で推進が進められている。
その中には、‘コンセプト・取り入れる場所・声を取り入れる（アンケート調査の
実施） ’が明記されている。左図の『ユニバーサルデザインを取入れる場所』の
記載には取入れる場所をトイレ・駐車場・サイン・キッズ関連・休憩スペース等
の代表部分のみが記載されているが、実際は、細部にも取組が施されている。
アンケート調査の実施には、可能な限り当事者の意見を収集し、反映する為の取
組が行われている。
左図はイオンモール株式会社作成の『「持続可能な開発目標」に係る取組』の説
明資料からの抜粋。

どこからでも視認しやすいサイン

両面から
見える

両面から
見える

イオンモールのサインは基本的に黒背景に白の文字が使用されており、遠くからでも視認しやすいデザインになっている事に加えて、表
示面も単一方向からでなく、多方向から視認しやすい様に突出したデザインが施されている。

広大な場所でもわかりやすく迷わない為の取組

駐車場の入り口はエリア毎に色付けがされており、駐車スペースを視
覚的に記憶できるようにされている。また、通路の途中に色付けされ
た番号が掲示されており、集合場所の目印にすることができる。

下図取組はレイクタウンにて実施したユニバーサルデザインのアン
ケート調査を踏まえて改善が行われた箇所。改善前にも駐車場から店
舗入り口に駐車場と連動した位置情報を示すサインが設けられていた
が、サインが店舗内と同化し、視認性が低かった。そこで、コントラ
ストをつけ、視認性を向上させた。
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登録制専用駐車場

同該施設ではお身体の不自由な方が登録し、ご利用いただける
「登録制専用駐車場」が導入されており、平面駐車場、立体駐
車場の一部で利用できる様になっている。

利用希望者は館内のインフォメーションカウンターへ障害者手
帳等を提示することで登録を行う事ができ、登録時にゲート開
閉リモコンの貸与を受ける事ができる。

平面駐車場では濡れずに車いすへ移乗できる様に車の横幅にゆ
とりが設けられているだけでなく、店内へと続く導線上に屋根
が設置されている。

お客様の声を聞き、常に変わり続けより快適な空間づくりを行う

ショッピングモール

多様な人々を想定した特定の方向けの配慮
身体障害者向け優先駐車場のみだけでなく、様々な利用者に受け入れられる様に利用者を明示した優先駐車場を用意。例えば福祉車両
向上スペースや、ベビーパーキングと明示する事により、それ以外の方が専有する事なく、必要な方に必要なスペースを確保する取組
がされている。中でも、一般的な駐車場よりも広い駐車スペースが設けられているゆとりの駐車場は『若葉マーク（初心運転者）』
『もみじマーク（高齢運転者）』『ベビーカー利用者』といった幅広い方々を対象にしており、新店での設置が標準化されている。
（写真上段右から1、2枚目はレイクタウンでのゆとりの駐車場）

より快適な駐車場作り（イオンモール幕張新都心）

イオンの新設店舗では更に進んだ取組が行われている。イオ
ンモール幕張新都心では事前に障害者専用駐車場の利用申請
時に、車のナンバープレートを登録しておくと、駐車場ゲー
トが自動で開く仕組みが導入されている。ナンバー認証して
おり、開閉の為の手間が削減されている。

駐車場における様々な取組

レストスペースの充実

快適性への追求の為、レストスペースの拡充が積極的に行われていた。また、単純にスペースを増加させるだけでなく、設置する場所
も考慮し、配置がされている。例えば、介助者へ配慮し、身体障害者用トイレの側に椅子を設置（写真上部左）する等、利用者とその
周辺の方々へも配慮をした取組が行われている。
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お客様の声を聞き、常に変わり続けより快適な空間づくりを行う

ショッピングモール

定例での見直しとスパイラルアップの重要性
今回調査を行った当該施設は築年数10年超の施設であったが、ユニバーサルデザイン
の観点での大きな課題はみられなかった。これは、断続的に改良点が議論され、改良
点を反映する、という事を積み重ねていることによって実現されていると考えられる。
竣工時に最良と思われた取組であっても、時代の移り変わりによって利用者のニーズ
は変化しつづける為、ユニバーサルデザインは常に見直されるべきものである。故に、
定期的な見直しの場の設定と、見直しの場に多様な方々の意見を取り入れる事が改善
に直結する取組と考えられる。当該施設でも『タウンミーティング』と称したグルー
プワーキングが行われ、常に改善が行われている。

イオン他店舗での取組

意見の抽出から現場への反映
上記写真はイオンモール熊本で2005年の開業前に開かれた意見交換の様子。（写真1枚目、2枚目）意見交換を踏まえて、床材貼り付けによ
り車いす誘導の設置を実践。こうした取組等が評価され、熊本県から「くまもとユニバーサルデザイン大賞」を受賞。関連各部や当事者か
ら意見を吸い上げ、それらを反映している、というところだけでなく、こうした取組が2005年時点から行われており、現在に至るまで改善
が繰り返されているところが特筆されるべき事柄だと思われる。

客観的なデータ収集を用いて、より具体的な対応策を講じる

ユニバーサルデザインの検証
サインの設置場所や誘導ルートが適切で見やすいか等の検
証を実証している。アイマークカメラを用いて館内での視
線（注意点）を確認。７グループに渡って館内の調査を実
施。
客観的なデータ収集を行う事により、より具体的な対応策
を講じる為の努力が取り組まれている。

細やかな配慮
フードコートでは利用者に合わせて高さの調節ができるテーブルが一部導入されていた。障害者団体や特別支援学校の生徒達が複数人で社
会科見学の際に当該施設を訪れる事もある為、こうしたテーブルの導入を行っている。
また、給水所では高さの違う手洗い場や、低めに設定されたウォーターサーバーが用意されていた。

設備の基準化

10cm×12cm
5cm×5cm 誤押下防止

インジケーターの大きさ等は
基準化が行われており、全国
のイオンモールで基準とされ
ている。体等が触れて、誤っ
た押下がされない様な仕組み
も取り入れられており、機能
性も高められている。

フードコートでの取組

内腰掛
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デザインと機能性を両立させた複合施設 GINZA SIX

名称 ：GINZA SIX
所在地 ：東京都中央区銀座6-10-1
竣工年 ：2017年1月
主な視察項目：共有部分/駐車場/多言語対応/送客施設/サイン

外観部分

旧松坂屋銀座店の跡地の再開発を経て2017年に竣工。地権者等で構成され
ている再開発組合所有のもと、J.フロントリテイリング、森ビル、Lリアルエ
ステート（LVMHグループの不動産投資会社）、住友商事の４社により合同
で再開発事業としてすすめられた複合施設。商業施設や大規模オフィス、文
化・交流施設などから構成されている。

障害者専用駐車場を設置

多くの方に使いやすい機械式駐車場とバレーサービス
GINZA SIXでは合計455台の車が収容可能（内機械式駐車場（写真左から1番目）が423台、自走式駐車場が22台)。機械式駐車場の降車ス
ペースに十分なゆとりが設けられている為、運転席側と助手席側の両方から車いすへ移乗できる。視察当日も、車いすで利用されてい
るご高齢の方を目にしたが、問題なく利用がされていた。自走式駐車場にも身体障碍者用パーキングが設置されており、利用者に選択
肢がある状態になっていた。出庫時には、あと何分で出庫が完了するか等の情報がモニターで表示されており、言語も日本語と英語の
両方で記載されていた。バレーパーキングサービスという車の入出庫を係員に任せるサービスも有料で行われており、富裕層向けサー
ビスも充実していた。（写真左から４番目はバレーパーキングサービスの受付）

優先エレベーターの設置
優先エレベーターである表記をすることにより必要とする方々が使い
やすい仕組みを構築している。インバウンド客増加に伴い、都内では
キャリーケース利用者が頻繁にエレベーターを利用する為、エレベー
ターに対するニーズが増加している。
GINZA SIXでは時間帯によって優先用エレベーターに、案内スタッフを
配置している。

カメラ⇒

アクセスのしやすさに配慮した設計

地下鉄直結の連絡通路
GINZA SIXは東京メトロ銀座線 銀座駅と直結しており、一度も地上階へ出る事なく、来館が可能である。また、当該連絡地下通路は再
開発事業の一環として作られたもので、東京メトロ銀座線のバリアフリー導線の強化・来街者の回遊性・利便性向上が目的となってい
る。連絡通路の長さは約125mであり、勾配も緩やかである為雨の日でも、様々な方々が来店しやすくなっている。連絡通路設置時に
地上へのエレベーターも新設され、地上へのアクセスのしやすさも向上している。
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授乳室
（男性可）

授乳室
（女性のみ）

来館者のライフスタイルや利用シーンを想定したデザイン

多機能トイレと工夫を凝らした一般のトイレ

利用者に配慮したトイレ
多機能トイレ、一般トイレ両方にフィッティングボードを設置。一般のトイレでは女性用トイレにパウダールームを充実させ、化粧直
しをしやすい環境を設置。子育て支援を行う為の取組も充実させている。従来女性用トイレにしか多く設置されてこなかったベビー
カーごと入れる広いスペースの個室を男性用トイレにも設置したり、おむつの交換台やベビーチェアも設置。

カメラ⇒

多言語での情報発信や災害時情報の発信にも一助
旅行者向けの情報発信や、土産販売等を行っているサービスセンター。多言語に対応したパンフレット等が用意されている。また、災
害時等には普段広告等の情報を配信しているディスプレーに、NHKの災害情報が写される仕組みとなっており、災害時への取組も行わ
れている。

全体に調和したデザイン

デザインと機能性を両立させたカウンターやサイン
インフォメーションカウンターはハイカウンターとローカウンター
が一体となっているデザインとなっており、全体に調和している。
グローバルな施設という事と認識のしやすさを優先する為、サイン
については原則、英語・日本語のみに敢えてしている。

多機能トイレ

一般のトイレ

男性用トイレ女性用トイレ

ベビー休憩室

親子で使えるベビールーム
誰でも使用する事のできる授乳室が用意されており、キッズトイレや高さの違う洗面台も用意されている。また、子供のズボンの上げ
下げの際に足が汚れない様にキッズトイレの隣にもチェンジグボードが設置されており利用者のニーズが反映されている。

ツーリストサービスセンター
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その他取組

アプリとの連携を行い待ち時間を短縮

外部アプリとの連携によりスムーズなオペレーションを実現
免税カウンターでは多くの買い物客でにぎわっていた。カウンタースタッフはほとんどが、ネイティブ並みの中国語を話すスタッフで
あり、英語、中国語表記の案内が置かれていた。
外部の順番予約アプリケーションを活用し、店内の混雑や顧客の利便性向上の為の取組が見られた。

カメラ⇒

プレゼンターマインドの醸成や従業員満足度（ES）の向上に向けた取組
特別な配慮が必要な方に対する特別研修等は導入していないものの、プレゼンターマインド研修という、GINZA SIXおけるサービスの

あり方や考え方に関する教育研修が実施されている。これは、如何に売上を上げるか、というセールステクニックの研修ではなく、如
何に高いレベルのサービスを提供するか、という事に重きを置いた普遍的内容の教育研修となっている。

また、それぞれの従業員のモチベーションや参画意識を高める為に表彰制度等の従業員満足度(Employee Satisfaction)向上に向けた活
動を積極的に行っている。

憩いの場 GINZA SIXガーデン

貸出品等
ベビーカーや車いすが無料でレンタル可能。小さなお子様連れ
のお客様も多く来館される為、ベビーカーを多く準備し、ニー
ズに対応。タブレット端末を活用した多言語通訳サービスも別
途契約しているものの、筆談ボードも使い、即時的に意思疎通
を行う為の工夫を行っている。

教育研修について

地域に開かれた憩いの場
銀座エリア最大となる約4,000㎡の屋上庭園「GINZA SIXガーデン」には約2,200㎡の緑地空間が設けられており、桜やカエデ、松などの樹
木が植えられておりオープンスペースとして開放されている。ベンチも備え付けられている為、来場者や近隣のオフィスワーカーの憩
いの場となっている。緑も多く、静かな環境である為、精神的にリラックスができる場になっている。

ベビーカーや車いすといった貸出品や筆談ボードの用意

館内サインについて

館内のピクトグラムについて
館内のピクトグラムは、基本的にJIS
規格に指定されているものを使用し
ているものの、規格に存在しないサ
インについてJISピクトグラムのイ
メージ合う様にオリジナルで作成。
更に掲示板やサイネージでの視認性
を向上させる為、文字の太さ等にア
レンジも加えている。
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多様な方々が楽しめるアミューズメント施設-株式会社コナミアミューズメント‐

名称 ：GAMEシルクハット川崎ダイス店
所在地 ：川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル地下2F
主な視察項目：アミューズメント機

施設内

エンタテインメント性が高い機器や空間が求められるアミューズメント施
設の中で、子どもから高齢者まで多様なプレーヤーをターゲットに、誰もが
楽しめるよう、ゲーム機のソフト面及びハード面の両軸で細やかな工夫がな
されている。

①大人も子どもも楽しめる工夫

低めの筐体
筐体の高さが低く、子どもや低
身長の方もプレーが可能。見通
しが良いため、保護者が状況を
確認しやすい。

丸みを帯びたデザイン
衝突時の怪我防止のため、角が
面取りされている。

ふりがな表記
キッズ用タイトルでは、低年齢
の方も読めるように、漢字にふ
りがなが振られている。

②多言語対応

多言語対応
メニュー選択画面で日英中韓の
言語が選択可能な機器が用意さ
れている。大画面のため、一画
面に表示される文字量等の情報
が煩雑になりづらい。

③色だけに依存しない工夫

色だけでない識別性
ゲーム画面上の赤牌にも「ポッ
チ」をつけることで、色覚障害
者も認識できる工夫がなされて
いる。

機器下の空間確保
ゲーム機の下に空間が設けられ
ており、車いすのまま直接アプ
ローチ可能となっている。

左右対称のデザイン
左右対称な筐体デザインにより、
右利き・左利きの利き手を問わ
ずにプレイが可能である。

⑤身体的・精神的負担を少なくする工夫

転倒防止策がなされた間仕切り
周囲への音への配慮となる間仕
切りは、下部に空きを設けるこ
とで、横移動時の転倒防止とな
る。また、角部分は面取りされ
ている。

直観的に理解しやすい操作機器
ボタンの一つ一つが大きく設計
されており、誰でも迷いなく遊
べるとともに、押し間違いが起
きにくい工夫がなされている。

転送システムによる工程簡略化
メダル転送機能を搭載すること
により、実物のメダルを持ち運
ぶ、機器にメダルを投入する工
程を省略できる。転送システム
の導入はお客様だけでなく従業
員の負担も軽減する。

⑤身体的・精神的負担を少なくする工夫

USBポート・イヤホンジャック
の設置
状況に合わせて使用することが
でき、自由度が高い。ゲーム筐
体にピクトグラムを記載するこ
とにより、直観的にわかりやす
くなっている。

大画面化による視認性の向上
大画面を採用することにより、
視認性が高まり高齢者や視覚障
害者への配慮となっている。

（子ども向け機器） （子ども向け機器）

（大人向け機器） （大人向け機器）

（大人向け機器）

（大人向け機器）

（大人向け機器）

（子ども向け機器）

④補助設備の充実

©Konami Amusement
©Konami Digital Entertainment
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“すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブ

で豊かな社会を共に創る”企業、丸井グループ

名称 ：株式会社丸井グループ
所在地 ：東京都中野区中野4丁目3番2号
主な視察項目：意識面及びそれらに付随した取組

同社は、店舗やネット通販「マルイウェブチャネル」などの小売事業と「エ
ポスカード（クレジットカード）」を軸とするフィンテック事業を展開して
いる。すべての事業プロセスにお客さま視点を取り入れ、お客さまの「しあ
わせ」をパートナーと共に創りあげることを目的とした「共創価値経営」を
実践しており、そうしたソフト面での実践がどの様な形で実践されているか
等を報告する。

①企業ステートメント

VISION2050
VISION2050には「ビジネスを通じてあらゆる二項対立を乗り越える世界を創る」との宣言がなされている。二
項対立とは一つの概念を2つに分けることで、それらが矛盾や対立の関係にあることを指す。例えば、「男性
と女性」といった性の違いを始め「健常者と障害者」といった考えが互いに対立・分断させる状況がそれに
あたる。こうした2項対立を乗り越える世界の実現の為には誰も置き去りにしない「インクルージョン」が重
要と捉えられている。本ステートメントは企業トップ自ら深く関与し、1年以上かけて役員や社員と対話を重
ねた上で作成されており、この考えが、経営及び運営の価値基準とされている。

②重点テーマの設定

インクルージョンを起点とした施策

重点テーマの中心にインクルージョン
の考えが含まれている。「共創価値経
営」とも呼ばれ、取組が推進されてい
る。共創価値経営とは、すべての事業
プロセスにお客さま視点を取り入れ、
お客さまの「しあわせ」をパートナー
と共に創りあげることを指す。対顧客
に対しての取組だけでなくパートナー
（ステークホルダー）との関係配慮も
されている。

ワーキング・インクルージョンでは最
大の企業価値創造の源泉である人材に
対しての取組テーマが設定されており、
人材に対しての投資金額を見える化す
るなどの取組が行われている。

これらは、SDGs(持続可能な開発目標)
に鑑み取組が進められている。先述の
VISION2050の中にも「現代世代」と
「将来世代」の二項対立にも言及がな
され環境配慮の観点からも取組が推進
されている。
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“すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブ

で豊かな社会を共に創る”企業、丸井グループ

ハード、ソフト両面からの取組
共創価値経営は、スパイラルアッ
プの取組をビジネス展開した取組
と言い換える事が出来る。それを
同社内ではお客様との共創と呼ば
れている。すべての顧客が楽しく
安心してお買物できる為の環境づ
くりの為、設備環境と接客の両面
から取組が推進されている。
当事者の視点を取り入れるワーク
ショップの開催を始め、大学、NPO、
外部コンサルティング企業等から
の意見も取り入れながら、多面的
な店舗作りが行われている。
接客面（ソフト）もおもてなしの
心と正しい介助技術を学ぶ「サー
ビス介助研修」や当事者の講師か
ら学ぶ「ユニバーサルマナー検
定」、「LGBT研修」、外国人講師
による「インバウンド研修」を受
講するなど、ソフト面の充実も行
われている。

③インクルーシブな店づくり

④インクルーシブなものづくり

顧客参加型の商品開発
店舗作りのみならずモノづくりも行われている。身体的特徴を超えて、誰も排除することなく、すべての人に役立つ商品の開発・販売がで
きる仕組みを構築し、新たな需要の創造に挑戦する取組。事例の一つが「ラクチンきれいシューズ」である。徹底的に顧客の声を聞く事に
より、顧客の抱えていた靴に対しての悩みが解消された。顧客の声に耳を傾ける事により、同社はサイズにニーズがある事に気づいた。従
来の業界標準のシューズサイズのラインナップが、22.5～24.5cmに設定されていたが、同シューズは19.5cmから27.0cmのサイズ展開が行わ
れている。業界では日本人の成人女性の足サイズが、20.5～26.0cmと言われているおり、従来のサイズ展開で72%の成人女性をカバーできる
とされ、28%の人は排除されていた。排除された人々はサイズの合わない靴を履く痛み等を我慢したり、あるいは紳士用靴等を選ぶ等本来
のニーズが無視されたものであった。同社はこうしたニーズに向き合い商品を開発し、排除されてきた28%の人々の声を満たしたのみなら
ず、日本で靴を買いたいと思っていたインバウンド観光客のニーズを掴むことにも成功した。サイズ展開を多様化することにより、障害者
や、インバウンド観光客のニーズも掴むことができ、商業的な成功を収める事もできた。また、同社ではこうしたプライベートブランドを
「ラクチンシリーズ」としてシューズ以外にも展開している。
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身体や知的障害の有無に関わらず一緒に楽しめるテーマパーク

名称 ：Morgan’s Wonderland
所在地 ：5223 David Edwards Re, San Antonio, Texas USA
敷地面積 ：約101,000㎡(25エーカー)
竣工年 ：2010年3月
主な報告項目：プール、車いす及び遊具

モーガンズワンダーランドはテキサス州にあるプールと遊園地のテーマ
パーク。同施設はゴードンハートマン氏（Mr.Gordon Hartman)によって造ら
れた。ゴードン氏には知的障害と自閉症を患った娘、モーガン氏
(Ms.Morgan Hartman)がおり、モーガン氏が気兼ねなく遊べる様なインク
ルーシブな施設が世界に存在しない事を理由にこれまで自身が経営を行って
いた建築業等を売却し、設立に至った。モーガンズワンダーランドは今後、
2020年に複合体育館(Morgan’s wonderland Sports）と障害の有無に関わらず
誰もが楽しめるキャンプ施設(Morgan’s wonderland Camp)の開業を行う予定。

様々な選択肢が用意されている

〇車いすに関する選択肢
当施設では、防水車いすが3種類レンタルがされており、手動型、ティ
ルト型（リクライニング型）、電動型に対応。車いすの他に、人工呼吸
器用の防水バックも無料で貸し出しがされており、より多くの方が水で
一緒に遊ぶ事ができる様に配慮されている。

〇更衣室に関する選択肢
当施設では7部屋のアクセシブル更衣室が用意されている。いずれの更
衣室にも車いすのまま入る事が可能であるが、3つの部屋は介助が必要
な方が介助者と一緒に入れ、残りの4つの部屋は車いすの方が単独で着
替えが行える更衣室を用意している。

情報の充実

障害の有無に関わらず楽しめる事が想像しやすい情報
自社のHP上には各アトラクションの写真が単一ではな
く複数の写真が掲載されており、施設に行くイメージ
やどういった楽しみ方ができるのかが想像しやすい。
また、複数のSNSで施設アカウントを作成しており、場
内の様子が投稿されている写真等が多数寄せられてい
る。

選択肢の充実

健常者と同じ様な動線
園内では、自身の車いすのまま乗る事ができるアトラクショ
ンが複数存在している。利用時には、健常者と同じ様な動線
や利用方法が用意されている。

外出したくなる環境づくり
2020年に、キャンプ施設や複合スポーツ施設の開業を予定し
ている。キャンプで新たに設置される予定のジップラインも、
単独で利用するか、タンデム（二人乗り）で利用するかと
いった選択肢が設けられる予定。

防水車いすで水遊びをしている様子
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多様な選択肢が用意され、障害の有無に関わらず誰もが楽しめ

働ける環境が用意されているテーマパーク

名称 ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
所在地 ：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33
開業年 ：2oo1年
主な視察項目：ホール部分/共有部分/多言語対応/障害者雇用/災害時対応

外観部分

毎年国内来場者はもとより海外からも大勢の来場者が訪れており、様々な
人が楽しめる為の取組が行われている。また、同社は積極的な障害者雇用を
行っており、障害者雇用専任チームを人事部内に設置。障害のある従業員が
それぞれの能力に応じた環境で働ける環境が整備されていた。

様々な顧客への来場前の情報提供 障害種別毎への配慮
車いすの貸出情報、視覚障害者への点字マップの配布、聴覚障害者向けのサポート
シール（聴覚障害者は外見から障害者であることがわからない為、スタッフからの積
極的なサポートが必要な方に対してシールを配布し、胸などの目立つところにつけて
頂く取組）、アシスティングドッグをお連れの方への事前情報の共有がされている。

館内ではベビーカーと車いすが貸出されている他、
ベビーカーやバギーを車いすとして使用されている
方向けにタグを配布し、円滑なオペレーションが出
来るようにしている。

点字で説明されているエリ
アマップ。希望者は事前に
自宅へ郵送してもらう事も
できる。

ホームページでは、園内のマップや、各アトラクションの情報が記載されているだけではなく、
それらのアトラクションの特性を踏まえて『利用基準』が明記されている。利用基準のページ
では“ストロボを使用しております”といったアトラクション内の特殊効果の説明に留まらず
“緊急時には、自力歩行または付き添い者の介助のもとで、階段、段差の昇降、狭い通路の通
行や長距離の移動を含む避難が必要です。”といった緊急時に対する配慮事項も記載されてい
た。

スタジオガイドからの切り取り 『利用基準』の看板

点字対応の触知図 スケールモデル（模型）

館内には点字が施されたエリアマップが用意されており、触覚
で全体感を把握する事ができる。本触知図は常設アトラクショ
ンが変更される都度、張り替えが行われている。

アトラクションのスケールモデルをゲストサービスにて用意を
し、アトラクションの特徴や座席部分や段差の有無などを触れ
て確認する事ができる。どういったアトラクションなのかを手
で触れて知る事ができる。

安全面に配慮された通路 景観とバリアフリーの両立

段差に色付け

段差がなく滑らか
同質の色使いと不鮮明な境界 館内の通路には、安全性を確保する為の取組や、障害者の使いや

すさに配慮しながら、意匠も両立する為の取組が確認できた。
具体的には、段差部分の境界を目立たせ、つまずきや転倒事故を
未然に防ぐための取組。段差の一部は接続するコンクリート部分
を隆起させ、段差を解消する為の取組、意匠との両立に対する取
組では、石畳と凸凹の無い通路を両立させる為に、同質の色使い
をする事や、石畳と通路の境界を不鮮明にする取組が見られた。
敢えて不鮮明にする事で景観に溶け込む様なデザインとなってい
た。

各アトラクションの入り口付近
には各演出等に応じた利用基準
を掲示している。
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小さなお子様連れのお客様へ配慮した工夫

働きやすい環境の構築
2019年6月1日時点で、同社内には109名の障害者が働いている。（雇用率2.73%)
同社は就労者が就労形態を３つ中から選択できる形にし、勤務日数、勤務時間を選択する事が出来る様にしている。また同社で働く障害者
はそれぞれの能力に応じて様々な部署で活躍している。

こうした同社の人事部には『障害者サポートチーム』が存在しており、様々な従業員がそれぞれの特性を活かしながら働ける環境づくりが
行われている。障害者サポートチームは採用から継続雇用に関する幅広い業務を担当しており、単純に採用活動だけを行っているものでは
ない。採用後も継続的に活躍してもらえる様に社内での意識醸成や支援機関、そのご家族との連携を通じながら環境改善に努めている。

多様な雇用形態

ベビーカー置き場や家族トイレの設置
ベビーカー置き場が豊富に設置されており、小さなお子様連れの
方々の移動が楽になる取組がされている。親子で使用する事がで
きるトイレも用意されていた。

聴覚障害のある方や車いすご利用の方が楽しめる取組

字幕表示メガネの導入(11月頃予定)
劇場型アトラクションでは字幕表示メガネが導入されており、グラスに字幕
を表示し、聴覚障害者もショーの内容を理解しながら楽しむ事が出来る。車
いす優先座席を設けるだけでなく、より多くの方が楽しめる仕組みが導入さ
れていた。
こうしたウェアラブル端末を用いる事により、強い光が他の観客の集中を妨
げる事なく、情報保障を行う事ができる。

ソフト面に対する取組

独自の工夫に取組、顧客の自由意思を尊重する姿勢
サポートシールの導入はヘルプマークが世の中に普及する前から取組が始められたもの。（ヘルプマーク普及開始は2012年より）目に見
えない障害のある方を想定した取組。1日20組程度の利用の申し出があり、広く使用されている。また、先述の通り、各アトラクション
についてはそれぞれの利用基準を設定しているものの、基本的にはお客様の自由意思を尊重しており、『一方的な押し付けではなく、選
択肢を与える』取組がされている。選択肢を検討頂く上で、可能な限りの情報を提供し、顧客に寄り添った説明を行っている。

アルバイト向けトレーニングの実施
社員のみでなく、アルバイトに対してもバリアフリートレーニングを不定期で実施。ある程度の経験を積んだアルバイトリーダーに対し
てトレーニングを実施しているが、車いすの扱い方等の実技等も含めたトレーニングを行っている。

アプリケーションの活用
GPS機能も搭載されており、現在地の把握が可能。パークマップを現在地から確認する事が出来る他、アトラクションやショーの待ち時
間の確認等ができる。

3種類の中国語対応
同パークで配布されているガイドマップ、ナビゲーションアプリの言語は日本語、英語、
韓国語、中国語（簡体字）中国語（繁体字/台湾）中国語（繁体字/香港）と、中国語も3
種類に対応している。中国語を3種類に分類し、使用しているケースは他のテーマパーク
と比較しても稀であるが、外国の顧客のニーズに寄り添う取組を実践。

待ち時間削減の配慮

事前予約券「よやくのり」の導入
特定のアトラクションにて「よやくのり」という制度を導入。専用
発券機（写真右）でアトラクション乗車の予約ができる。顧客は予
約時間迄、列に並ばず、お食事やお買い物など、他の体験を楽しむ
事ができる。

防災対策
同パーク内では定期的に避難訓練を実施しているが、どういったシチュエーションかを管理職にも知らせずに行っており、訓練実施の都度、
改善点を避難計画に反映している。また、新規イベント開催時の都度必ず、車いす使用者を想定に入れて避難訓練をしている。
同パークは、周辺ホテルと連携する事によって、パークのみでなく、エリア一体で安全を確保できる様に取組を進めている。
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3-10 その他 特筆すべき取組や大型公共施設や街づくりに関する事例について 

IR 施設は特定複合観光区域に指定され、別途都市計画が策定される街づくりそのもので

ああるため、施設内のみならず施設間の繋がりや区域全体を念頭に置き、一貫性のある空間

設計が必要となる。 
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未来型都市の設立を目指す 柏の葉キャンパス

名称 ：柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）
所在地 ：千葉県柏市若柴１７８−４
設立年 ：2006年11月
主な視察項目：域内モビリティ/街づくり/空間設計

外観部分

千葉県柏市北部のつくばエクスプレス沿線、柏の葉キャンパス駅～柏たな
か駅一帯を指す柏の葉エリアでは、公・民・学連携による国際学術研究都市
の設立を目指している。公・民・学の活動のプラットフォームとして、柏の
葉アーバンデザインセンター（UDCK）が設立され、公・民・学の専門ス
タッフが推進を図っている。

高質な歩行者空間の確保

様々な工夫が凝らされている歩道
健康増進を通じて、病気を予防することに注力している柏の葉キャンパスでは『ウォーカブルなまちづくり』を推進している。人々が歩き
たくなる道路づくりや、わくわくする空間づくりとして、自然を積極的に取り込んだ街路の導入（写真左から1番目）や、歩道の段差や凹
凸を可能な限り取り除き歩道における障害の除去を推進している（写真左から3番目）。

軽易な移動手段の提唱

データ活用を行った次世代の街づくり
昼間に商業地区へ電力を振分け、夜には住宅地へエネルギーを振り分けるといったエネルギーの最適
化を行う『柏の葉AEMS』に加えて、今後域内に温度センサーや防犯カメラ等を設置し、人の流れの
把握や防犯に役立てる取組を展開予定。

様々なデータ収集と今後の活用について

多様な移動手段の確立を目指す
健康増進のウォーカブルなまちづくりに加え、域内の多様な移動手段を用意。シェアリングバイク、レンタカー、MaaSを見据えた自動運転
バス等様々な取組を行っている。自転車のシェアリングサービス『かしわスマートサイクル』（2017年終了）、やカーシェアを含めた『マ
ルチ交通シェアリングシステム』（2016年終了）を実証実験として行っていた。MaaS※を見据えたデータ活用や計画策定の検討、自動運転
バスの実証運行を開始している。

公・民・学の連携メリットについて

それぞれの特性を活かした取組
時流を捉えた持続的なまちづくりを行う為に、それぞれの持つ強みが共有されている。例えば、まちづくりの基礎となる部分は行政が行
い、商業的な持続可能性を民間が高め、時代や世界の潮流を読む研究機関が全体の方向性の調整を行っている。それぞれ立場が違う者同
士である為、取組の全てで意見が一致するわけではないが、大学等の中立的な立場から客観的データが開示されるなどによってそれぞれ
が納得できる落しどころをその都度探している。そういった意味で3者が協調し、成り立っている事例と言える。

※MaaS（（モビリティ・アズ・ア・サービス) は、ICT を活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべ
ての交通手段によるモビリティ（移動）を 1 つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念である。出典：「国土交通政策研究所報第
69 号 2018 年夏季 7」  
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障害当事者の参画を通じたUDの実現 新国立競技場

名称 ：新国立競技場(仮称)
所在地 ：東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号他（※1）
完成予定 ：2019年11月（※1）
主な確認項目：障害当事者の参画

旧国立競技場の老朽化対応及び東京オリンピック・パラリンピックの主会場とすることを念頭に、整備が進められている建物である。
新国立競技場の整備計画（※2）では、「世界最高のユニバーサルデザイン」が基本理念の一つに掲げられた。設計段階から高齢者、
障害者団体及び子育てグループ等の参画を得てユニバーサルデザインワークショップが開催され、当事者視点の反映が行われている
（※3）。

初期段階から障害当事者が参画（以下、※3）

ユニバーサルデザインワークショップの開催
基本設計に始まり、実施設計、施工段階に至るまで、複数回に渡りユニバーサルデザインワークショップが開催されている。ワークショッ
プには14団体が参画し、設計図による検証の他、実物大の検証模型やサンプル等を用いた検証が行われている。

多方面からの検討
ユニバーサルデザインワークショップでは、各空間や設備ごとに検討が重ねられた。車いす席をバランスよく配置するといったことから、
サインに関する検討など、多方面におけるアプローチがなされている。

項目（一部） 改善された主な内容（一部）

観客席 3層スタンドの車いす席を、各階にバランス良く分散

移動空間

外部階段の横に、エレベーターやスロープを増設

スタンド縦通路の段差部分を視覚障害者が認識しやすい色分け

外部エレベーターをアクセスしやすいよう交差点付近に位置を移動

エレベーターの階数ボタン全体が乳白に点灯するとともに触知サインのサイズを改善

トイレ

外部に補助犬トイレを増設

トイレブース内のボタン配置を視覚障害者が認識できるJIS-S0026に準拠

アクセシブルトイレについて、各機器の配置と操作性について改善

基本設計
段階

実施設計
段階

施工
段階

それぞれの段階において、複数回に渡り、障害当事者が参画してのワークショップが開かれた。

ユニバーサルデザインワークショップの意見を踏まえ改善された主な項目

※1 独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）ホームページ内「新国立競技場整備事業～もっと知っていただくために～」参照
※2 新国立競技場整備計画 再検討のための関係閣僚会議（2015年8月28日）「新国立競技場の整備計画」参照
※3 国土交通省 移動等円滑化評価会議（2019年9月）における資料「移動円滑化に関する好事例・先進事例の共有」参照
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細部への配慮が見られる新千歳空港

名称 ：新千歳空港
所在地 ：北海道千歳市美々
開港年 ：1988年
総敷地面積 ：726ha
主な視察項目：多言語/施設間移動/宗教に配慮した施設

外観部分

空港でありながらも、店舗やサービスの幅が豊富である為、飛行機へ搭乗
する以外の目的で、ショッピングや余暇を楽しむ人々が大勢訪れる場所と
なっており、施設やサービスに磨きがかかっている。全国的に設置事例の少
ない補助犬用トイレの設置がされている事や、高さの違うカウンターがイン
フォメーションカウンターでは用意されており、車いす利用者の方もスムー
ズに案内する事ができる、という様な工夫がされている。

イスラーム教徒への配慮

当事者への配慮
祈祷室が男女に分けられており、２室用意されていた。また、「ウドゥ」という礼拝前に体を清める為の洗浄場が設置されるだけでなく、ウ
ドゥをしやすい様に小さな椅子も備え付けられていた。イスラーム教徒の多いマレー語やアラビア語等での表記こそなかったものの、英語、
中国語、韓国語の表記がされており、多言語表記もされていた。

多言語対応への取組（インフォメーションカウンター）

多言語対応が可能な様々な取組
カウンターには、英語が話せる日本人ではなく、日本語が話せるネイティブ外国人スタッフが働いており、海外からのお客様が声をかけ
やすい環境づくりがなされていた。また、タブレットを活用し、7か国の通訳士とつながるサービスが用意されていた。

ロシア語表記

カメラ⇒
利用者を反映した言語表記
地理的環境からロシアからの来場者も多い為、今回視
察した施設では珍しくロシア語表記も行われていた。
国際線ゲートのみならず、レジャーゾーン（温泉、映
画館）の表記もロシア語が付されていた。

授乳室のそばに設置された給湯器

お客様からの声と行動観察から見えた取組
授乳室の入り口の脇に給湯器が設置するという工夫がされていた。これは中国人が文化的に白湯を飲む傾向があり、授乳室に給湯器があ
る事が広く知れ渡っていた為、一般の中国人が授乳室に白湯を汲みに来るという事象が起きた事と、中国人顧客から設置要望を受けた事
により設置したもの。また、新千歳空港では今回視察したトイレや授乳室等の個室全てで聴覚障害者用に非常事態を知らせるフラッシュ
ライトが全てに設置されていた。

フラッシュライト
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細部への対応に至った経緯等ソフト面での取組

大規模な敷地内での移動

お客様の移動を手助けするヘルプカーの運行
新千歳空港では国内線ターミナルビルと国際線ターミナルビルを結ぶ
連絡施設の2階にヘルプカーを運行させており、歩行者の手助けが行わ
れていた。この区間は約240mある為、歩く歩道も設置されていたが、
障害者や高齢者のみならず誰でも乗る事ができるヘルプカーとして2台
運行されている。

休養室の設置

体調や気分がすぐれない方や休める急用室の設置
基本的には申し入れがあれば誰でも利用する事ができる休養室。常時施錠されており、利用頻度こそ高くはないが、精神に
不調を訴える方も利用ができる為、体や心を休める休養にも利用が可能。

フライト後に身だしなみを整えたいというニーズに応える更衣室
国際線の到着ターミナル付近に更衣室を設置。全3部屋あり、どなたでも利用が可能。更衣室では入り口が引き戸になっ
ており、室内にも手摺が設置されている。足元迄見える鏡が設置されており、車いすユーザーも低身長の方もどなたも
身だしなみを整える事ができる

ソフト面での取組

当事者へのヒアリング ・・・新千歳空港では、UD対応を行う際に当事者の声が尊重されている。トイレの音声案内
や、給湯器を望む声、館内のサインや色彩計画にも当事者を交えた検証を行っている。

その他 ・・・各テナントに向けて、講習会を実施。講習内容は、各テナント共通にサービス向上を目的
とした全体講習を行っている。

聴覚障害者への情報保障

外出先でも情報保障
聴覚障害者が手話や文字を使って即時双方向でコ
ミュニケーションができる電話。手話がわかるオ
ペレーターにテレビ電話がつながり、手話を通訳
してもらえる。2019年10月時点で全国合計6箇所に
のみ設置。（新千歳空港、筑波技術大学、成田空
港、羽田空港、あかし市民広場、福岡空港）

情報面での取組

手話フォンの設置 ・・・福岡空港の事例同様、新千歳空港でも手話フォンの導入がされており、情報保障に対する
取組がされている。

多言語対応 ・・・通訳士へとつなぐシステムの導入だけでなく、スタッフの語学能力も高め、ネイティブも
配置し、聞きやすい環境も提供している。
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標準化
        

ISO7000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

JIS S0103 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

企画・開発段階から意識されたユニバーサルデザイン

名称 ：TOTOテクニカルセンター東京
所在地 ：東京都渋谷区代々木2ー1−5 JR南新宿ビル6F
開業年 ：2012年
主な視察項目：技術動向/導入事例

TOTOテクニカルセンターは、専門家のお客様とTOTOがコラボレーション
［共創］し、最適な水まわり空間を生み出す場である。利用者の意識調査
データをはじめとする水まわり情報の発信、実物大の検証スペース、写真や
解説だけでは伝わりにくい技術の確認などを通じてユニバーサルデザイン
（UD）を提案している。

②誰でも使いやすいトイレの提案

UD5原則とUDサイクル
TOTOでは独自にUD5原則を設け、UD5原則：「ラクにつかえる」「操作しやすい」「ここちよい」「えらべる」「安全で安心」のもとに商
品企画、設計開発、検証を行っている。その際には多様な方（障害者、高齢者、乳幼児連れの方、子ども、介護者、外国人等）にもの創り
の過程で参画していただき、開発担当者自らが当事者や専門家の声を聞く事を基本としている。社内のもの創りの規定にはUD配慮の項目が
盛り込まれ、もの創りのDRステップ（DR：デザインレビュー）の中でチェックされる仕組みとなっている。また、積極的な社内研修も実施
している。

業界団体としてトイレの操作系標準ピクトグラムを策定
一般社団法人日本レストルーム工業会では、訪日外国人観光客の増加を背景に、日本の公共トイレの使いやすさ向上を目指して、トイレの
操作系標準ピクトグラムを2017年1月に公式発表した。標準ピクトグラムの策定にあたっては、日本ならびに諸外国に広くアンケートを実施
し※、客観的評価を踏まえた。公式発表後、ＩＳＯならびにＪＩＳへの登録も行っている。
※WEBアンケート：日本・米国・ドイツ・中国・韓国・インドネシア計900名を対象

①利用者の声を取り入れた検証

TOTOのユニバーサルデザイン（UD）
衛生陶器やシステムトイレ製品をはじめとする住宅設備機器などの製造販売を行うTOTOは、「まいにち必ずつかうもの」「みんなが必ずつ
かうもの」を製造するメーカーとして「きれいと快適」のミッションのもと、さまざまな人の使いやすさに配慮した商品・空間をお客様とと
もに考えている。TOTOのUDは1960年代の車いす使用者配慮のとりくみに始まり、現在では独自のUD5原則を作成する等、UDに対する社内
理解を推進し、製品への反映までをしくみ化している。「つくるって、人を思うこと。」を掲げたUDの思想は、TOTOの創業以来のものづ
くり思想を受け継いでいる。

TOTOでは障害者への就労機会提供を目的に特例子会社 サンアクアＴＯＴＯを設け、サンアクアを中心に、受入職場勉強会、入社前の安全確認、
定期面談等を実施し、障害者の定着を図っている。（2018実績：国内TOTOグループ会社全体：2.61％）

④障害者雇用の取組み

③情報発信

・ドレッシングラウンジの併設： https://jp.toto.com/com-et/jirei/1890/pdf/H6CFDuocPDeQ.pdf
・インジケーター付の個室 ： https://jp.toto.com/com-et/jirei/1536/pdf/L9BMoVnn8TCZ.pdf

男女共用の個室トイレの設置
お客様の声から、トランスジェンダーの方や高齢者の異性介助、発達障害のお子様との同伴、親子
連れの見守りなど、男女共用の個室トイレのニーズがあることを把握し、性別を気にせず利用でき
る「男女共用の個室トイレ」の設置を提案している。（2017年3月に改正された国土交通省のバリア
フリー法建築設計標準においても、多機能トイレへの利用集中を避け、機能分散配置を促進してい
る。）

TOTOでは建築専門家のための情報サイト「コメット」www.com-et.comにて、最新の水回りトレンドや現場事例を提供している。

UD配慮された現場事例
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細部への配慮が見られる民間委託された福岡空港

名称 ：福岡空港（国内線旅客ターミナルビル）
所在地 ：福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
竣工年 ：2020年リニューアル予定
敷地面積 ：約346ha

約127千㎡（国内線旅客ターミナルビル）
約 76千㎡（国際線旅客ターミナルビル）

主な視察項目：共用部分/駐車場

国内線旅客ターミナルビル展望イメージ

2019年4月より空港の運営権が民間に委託され、施設の使いやすさやサー
ビスがより向上している。
全国的に設置事例の少ない補助犬用トイレの設置がされているほか、イン
フォメーションカウンターでは高さの異なるカウンターが用意されており、
車いす利用者の方もスムーズに案内できるなどの工夫がされている。

観光客も車いすの方も
車いす4台が同時に乗れる大きさ
の昇降機。スーツケース等の大き
な荷物を持って移動する方も多い
為、使う人に喜ばれる余裕の広さ。

大きな昇降機

誰でも相談しやすいインフォメーションカウンター
車いすのまま接客が出来る様に、高低差を付けたインフォメーションカウンター。(写真1枚目、2枚目)
カウンターでは、詳しい館内のバリアフリーマップや筆談用ボードを用意している他、車いすの貸出
を受ける事もできる。(写真3枚目)また、カウンターの角は丸みがとられ、背の低い子どもが怪我をし
ないよう、安全にも配慮されている。

電話リレーサービス（手話フォン）

外出先でも情報保障
聴覚障害者が手話や文字を使って即時双方向でコミュニケーション
ができる電話。手話がわかるオペレーターにテレビ電話がつながり、
手話を通訳してもらえる。2019年10月時点で全国合計6箇所にのみ設
置。(新千歳空港、筑波技術大学、成田空港、羽田空港、あかし市民
広場、福岡空港)

カメラ⇒

補助犬用トイレの設置

補助犬(介助犬、盲導犬、聴導犬)の為のトイレ
補助犬用のトイレが常設されている。補助犬用おむつのゴミ箱(写真2枚目)や、洗浄ができる洗い場（写真3枚目)も整備。補助犬用トイレの中
にも、フラッシュライト(写真4枚目)が備え付けられており、補助犬用トイレ使用時でも、聴導犬ユーザーへ緊急事態であることを伝達する
事が可能。

シンプルで分かりやすい連絡通路

地下鉄からの連絡通路
地下鉄から空港へ移動する際の情報を簡素化している。エレベーターへ通じる一直線の点字ブ
ロックの設置や、エスカレーター（左上）にはどこへ通じるかを大きなサイズの文字で表記。

インフォメーションカウンター
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細部への対応に至った経緯等ソフト面での取組

高さの違う給水機

高さの異なる飲料水飲み場
車いすの方や子ども等の身長の違いを
問わずに使える。

近くで見守れる子ども用トイレ
小さなお子様が一人で使えるトイレ。転落事故等も起きないサイズ
であり、保護者はそばで見守る事ができる。

子ども用トイレ

様々な工夫が備えられている多目的トイレ
トイレ内の情報や、操作の情報を音声で使用者に伝達（写真2枚目）。少ない力で鍵がかけられることに加え、取手が上下にわかれており誰で
も開閉しやすい仕組みになっている。他にもハンガーフックも２箇所設置されている事や、車いすユーザーが足元まで確認できるように大き
な鏡が備え付けられている等、全ての利用者が使いやすい工夫がなされている。また、災害用フラッシュライトが全個室に備えられており、
全ての人に緊急事態であることを伝達する事が可能。

ソフト面での取組

きめ細やかな配慮について ・・・国内線ターミナルビルの改修時等には、障害者団体等と意見交換会を複数回実施した。また、完成後
にも実際に使用感のレビュー等をもらいながら再度改善を重ねた。

情報面での配慮について ・・・HPは、肢体不自由者（車いす使用者）、視覚障害者、様々な障害者へ配慮しながら作成した。また、
サインやピクトグラムについては「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライ
ン」を参考に見やすい作りを行った。災害時は多言語対応のメガホンを用意し、インバウンドにも対
応。

HPでは、各階のマップを掲示しており、地図の拡大、縮小機能が
備えられている。

従業員のサービス品質向上について ・・・高齢者対応や車いす使用者対応についてはサービス介助士の取得を積極的に支援している他、
語学対応については、外国人スタッフの採用や語学研修を実施している。

身障者用乗降場の設置

幅の広い車寄せスペース
車いすへの移乗スペースを確保
する為、広めにスペースが設け
られている。

音声案内機能付きの触知板

音声機能つき
点字以外に音声案内を備えてい
る触知板

多目的トイレ
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3-11 好事例総括について 

 それぞれの企業や団体で好事例が行われていたが、いくつかの共通した特徴が見られた。

それは好事例企業、団体は「UD やより多くの方々に対する取組を推進する事が、経済的価

値や企業価値に直接的あるいは間接的につながる」と、組織内で考えが共有されている事や、

元より企業理念の中に多様な方々を包含する考えを持っている事がヒアリング等を通じた

調査で明らかとなった。 

キーワードを纏めると以下の様な特徴が見られた。 

 

企業理念や哲学が徹底された組織作り 

理念等が現場の隅々まで共有されていると明確に感じられる企業が多かった。企業だけ

でなく、公・民・学連携（＝産学官と同義）を行っている団体や、3 社でのコンソーシアム

形式で事業を実施している先の成功要因に、理念が共有されている事があった。多くの企業

とのインタビューを通じ、「何故こういった取組を進んで実施するに至ったのか」という問

いかけを実施した。そうした問いに対して多くの企業の回答が、こうした取組を特別な取組

としておらず、企業理念や行動指針を鑑みながら実践をしている、と回答した企業が多くあ

った。自社の行動指針等を元に組織が意思決定をしている為に、設備の改善等の投資を実施

する際に、単純な費用対効果の検証のみでなく、企業としてどうすべきなのかという評価軸

が用いられていると考えられる。 

 

安全面に対する配慮 

健常者のみを対象とした安全に対する検討だけでなく、様々なシチュエーションを様々

な人を想定し検討がなされている。台風や地震といった自然災害が日本では多く発生する

為、人命に関する部分は最も留意されるべき点であり、検討がなされていた。 

 

徹底した顧客視点を持っている 

一人一人のお客様と向き合う姿勢が常に徹底されており、その一人一人のお客様の中に

多様な人々への想定が反映されていた。外部研修を含めた、従業員へ意識面向上に対する投

資が顕著にみられた事に加え、顧客と直接接しない部門の従業員へも積極的な取組事例等

が見られた。 

 

当事者との接点が多い、あるいは接点を持つための努力を行い、本人の意見を直接聞く取組

を行っている 

当事者参画の重要性はほぼ全ての企業にみられた取組であった。耳を傾け改善箇所を受

け止め、反映に活かす。反映後のフィードバックの確認も行っている。理論上だけの取組で

はなく、使用感等の意見を活かす取組を行っている。 
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知識の蓄積と改善が繰り返されている 

日頃から顧客の声を聞く事や、それに対する改善を一定期間が経過した修繕のタイミン

グ等で反映されており、常に新しさが保たれていた。UD にゴールはなく常にアップデート

される必要があることから本取組は極めて重要。 

 

利用者に必要な情報が提供されており、可能な限り選択肢が用意されている 

事前に情報が共有され、できるかできないか等の判断を本人ができる状態となっている。

その上で、いくつかの選択肢が用意されている状態がつくられていた。例えば聴覚障害者の

為に、接客カウンターで筆談ボードを用意するだけに留まらず、手話通訳サービスを導入す

る等類似する取組を既に行っていても、複数の選択肢が用意される等、幅広い選択肢が用意

されていた。 

 

3-12 カジノ施設 

 

カジノを含めた IR を国内では見る事ができない為、マカオへ IR 事業者５社が運営する

施設を視察した。本節では、IR 事業者の施設等の取組紹介を実施する。なお、訪問国の法

令により、カジノフロアの撮影許可を受けられなかった為、報告書にはカジノフロアを除い

たエリアにおける取組や、意識面に関するインタビュー回答等が中心となっている。本節に

おける報告においては、これまでの紹介にあった、好事例の紹介という枠組みだけではなく、

現状のあるがままの報告である旨留意されたい。 
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IRオペレーター視察①

Wynn Macau Limited

名称 ：ウィンパレスWynn Palace
所在地 ：コタイ地区/Av. da Nave Desportiva, MO Avenida Da Nave 

Desportiva Cotai
開業年 ：2016年8月
カジノ面積 ：39.3ha
主な視察項目：施設全体

外観部分

Wynn Macau Limited.はマカオにてウィンマカオ（Wynn Macau/2006年9月開業）
をマカオ地区に、ウィンパレス(Wynn Palace)をコタイ地区に運営している。今回
は、Wynn Palaceを視察実施。施設はアメリカのバリアフリー基準であるADA基準
を採用している。基本的なアクセスが整っている事や、聴覚障害者のディーラー
も働いていた。ウィンマカオでは細部にわたる取組や好事例が目立った。これは
前CEOで創業者のスティーブンウィン氏がほとんどの視力を喪失しており、トッ
プ自らのユニバーサルデザインに関する意識が反映されていたと考えらる。

フラッシュライト

視察箇所カテゴリー 詳細

ロビー ウィンパレスメインロビー

商業エリア スパ

ホテル ウィンパレスホテル

エンターテイメント 劇場型レストラン

カジノ 大衆カジノフロア

その他 バックヤード

カジノとバックヤード部分を除く部分にて
撮影を許可されていた為、施設自体はもと
より施設間通路等も撮影を実施。

可変式の施術ベット
ウィンパレスでのスパでは、トイレやシャワーに手摺が設置さ
れており、基礎的なバリアフリーの対応が行われていた。施術
台は高さの調節が可能であり、車いすから移乗を行う車いす利
用者にとっての利便性も満たされている一方、施術者の腰への
負担の軽減にも有効な仕組となっている。

多様な利用者を想定したスパ

ノンバーバルな作品とアプローチしやすい椅子の設計
施設内のステーキハウスでは、複数の演目の小劇が行われており、
視察時には映像と現実世界の舞台装置とを組み合わせた演目が上映
されていた。この作品にセリフは無い為、言語や聴力を問わずに楽
しめるコンテンツであった。また、机は一本脚で床面への設置面が
平らとなっており、車いすのままでもアプローチがしやすい形状で
あった。

ノンバーバルな作品の劇場型レストラン

高い部分のハンガー
パイプは、衣服の重
さも加わると更に身
体的負担が増える

下をオープンにしてお
くと衣服がよれる事な
く利用ができる為、無
い方が好ましい

ホテル（アクセシブルルーム）：客室部分の配慮

アプローチ
のしやすさ
への配慮

厚いマットレスは高級感が増す一方、腰
掛けづらいデメリットもあるが、この様
な腰掛があると移乗しやすく、健常者も
靴紐等を結びやすく使いやすい。

複数の高さが選べるハンガーフック
ウィンパレスのアクセシブルルームには高さの異なるハンガーパイプが用意されいた。車いすを使う方や低身長の方の肉体的負担の低減
が図られていた。利用の便を向上させるという意味で当事者の視点は反映されていなかったものの、そもそもこうした高さを分けるとい
う計らいが見られなかったホテルがほとんどであった為、細かな配慮がされていると言える。
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細部への配慮
利用者の使いやすさのは配慮の細やかさ比例する。ウィンパレ
スでは細かい箇所の改善が多く取り入れられていた。ボタンの
設置場所以外にも、バスローブやタオルをかけるフックも高さ
が調整されている事に加え、除き穴も高さの調整がされていた。
アメニティのスリッパは凹凸加工がされたラバー素材の裏面が
使われており転倒事故等を防ぐ対応がされている。

IRオペレーター視察①

Wynn Macau Limited

その他水回り部分

必要機能を備えた水回り
トイレには左右の手摺が設置されており、シャワー、浴槽両方も使える仕様になっていた。シャワー室には、腰掛が行える様に可変式の
台が設置されていた。浴槽に入浴する為の移乗は後部スペースが確保されていない為多少の困難が伴う為、後部スペースにゆとりを持た
せるか、蛇口の設置箇所を検討する等の改善点が見られた。一方で、シャワーを利用するか、浴槽を利用するかの選択肢がある為、問題
にはならないと思われる。

滑り止めスリッパ

災害時におけるホテルの避難プライオリティの実践（VIPコード）
ウィンでは宿泊者の情報を客室ごとに管理。アクセシブルルームへ宿泊している方や、チェックイン時に収集、判断した情報を基に避難
誘導のプライオリティを導入。VIP顧客と同様に、優先的な避難案内が必要と思われるゲストに対してはVIPコードを社内オペレーション
で管理。このポリシーはマカオのみならず米国のラスベガス、ボストンでも実践されている。こうした実践は、創業者のウィン氏の意向
や企業としてベストのものを取り入れるという企業姿勢によって実践がされている。

その他各種取組について

教育プログラムや福利厚生の充実
社員教育に一部e-ラーニングを導入し、それぞれのペースに合わせた教育プログラムを実施している。社員食堂等の従業員スペースにも
スロープや手摺が設置されており、バックヤードにも一定のバリアフリーが行われていた。ウィンパレスでは10名の障害者が勤務してお
り、それぞれの特性に合わせてポジションを決定している。また、復職する母親の方に、マザーズルームという授乳や搾乳室を用意して
おり、働きやすい環境づくりをおこなっている。併せて制服のランドリーサービスも自社で行っており、自分で選択や身支度をする負担
を低減している。従業員カードをかざせば自身の制服が自動で運ばれてくるサービス。制服の整理等が低減されており、自分の業務以外
の身体的負担が低減されている。
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IRオペレーター視察②

MGM China Holdings Limited.

名称 ： MGM Cotai
所在地 ：コタイ地区/Avenida da Nace Desportiva,Cotai,Macau
開業年 ：2018年
カジノ面積 ：46.4ha
主な視察項目：施設全般

外観部分

MGM China Holdings Limitedはマカオで2つの施設を運営。マカオ地区にMGM 
Macau(2007年開業)、コタイ地区にMGM Cotaiを運営。イノベーション、アート、
エンターテイメントを３つのコンセプトにしており、アジアで初めて導入され
たダイナミックシアターが楽しめる。

性質の異なる会場
収容人数1,000人超の約3,000㎡の大広間があった他、VISTAというイベントスペースが用意されていた。VISTAは企業イベントやウェディング、
小～中規模の会合で利用可能な日本ではバンケットとして馴染みのある雰囲気の会場であった。VISTAの床にはカーペットが敷かれておらず、
つながっているベランダとつながっているプールへはスロープも設置されており、アクセシビリティは確保されていた。
一方でボールホールの扉は重量があり、車いす利用時に単独で開閉が困難な部分も見られた。

フラッシュライト

視察箇所カテゴリー 詳細

ロビー メインロビー

商業エリア 全般

MICE ビスタ

ホテル MGMコタイホテル

エンターテイメント ダイナミックシアター

カジノ 大衆カジノフロア

その他 E-ラーニングプログラム Power In Out Hands

カジノとバックヤード部分を除く部分にて
撮影を許可されていた為、施設自体はもと
より施設間通路等も撮影を実施。

共有通路の大理石割合
施設全体を通して、カーペットが他の施設よりも少なく、車いすの移動が楽になっていた。MICE部分も全てをカーペットにしておらず、
幅に大理石の通路が設けられていた。

主な通路部分について

室内の照明にマッチしたサイン
主に白黒を基調としたサインが掲示されており、高すぎないように吊り下げ式となっているところが多かった。エレベーターには、前
方と横側の両方にボタンが設置されていた。また、各ボタンには点字が施されており、視覚障害者に対するケアがなされている。

サインや掲示物について

非常に分厚く
重たい
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客室部分について

調整が可能な備え付けが充実
高さに配慮された工夫がされており、利用者の利便性が検討されている。また、基本的には、利用者が選択できるように、設置がされて
いる。トイレの便座両側に可変式の手摺が設置されている。シャワーの高さも上下で調整が可能であり、同伴者や家族と訪れた際に、よ
り多くの方が使いやすい様に調整が利く設計となっていた。

IRオペレーター視察②

MGM China Holdings Limited

全2,000席の調整可能な座席
当該施設の全2,000席は約22分で稼働が可能である。一般的な映画館の様に段々になっている座席を左から4番目の様に段差を無くし、座
席をフロア内に格納する事が可能。座席はフロア自体に固定されており、座席を裏返すとフロアになる仕組みになっている。当該施設に
は常時8~10席のバリアフリーシートが設けられているものの、仮に車いすの方が団体で来場されたとしても対応が可能となっている。ま
た、座席だけでなく、前方のLEDウォール自体も前後左右に動かす事が可能であり、座席だけでなくシアター全体が可変式となっている。
その為、当該施設は『シアター』と呼ばれているが、対応できる用途の幅が広く、シアターやコンサートとして利用ができる事は言うま
でもなく、ナイトクラブや会議、eスポーツ大会の開催が可能となっている。

積極的な対外活動が障害者雇用の促進につながっている
MGM Macauでは41人の障害者が勤務しており、今回視察を行った事業書の中で最も障害者雇用者数が多
かった。41名の内、19名が精神障害であり、残りが身体障害者となっているが、身体障害者の内訳はほ
とんどが聴覚障害者となっている。MGMグループでもダイバーシティ＆インクルージョンの観点を重視
しており、米国、中国、マカオと世界共通して大切にしている考え方であることがわかったが、当社が
他社と異なる点は、他社に比べより一歩具体化した取組を行っている事により、障害者に対する一種の
ブランディングが出来ているからだと考えられる。その一例に、社会の意識の向上と知る為の機会の提
供としてオンラインで手話のeラーニングプログラム『Power In Our Hands』の活動が挙げられう。これ
は、マカオ観光局とマカオ聾唖連盟と共同で作成された、手話を学べるeラーニングプログラムであり、
社会認知の向上と学習機会の拡大を目的としたものである。手話での一般的な挨拶から観光時に使われ
るフレーズ等が紹介されている。こうした取組が当事者やその周辺の人々に伝播し、結果的に聴覚障害
者の雇用が進んだと考えられる。

ゴム製のバスマット 高さ調整可能

設置物の高さも車いす利用者を想定されて設計されており、手を伸ばせば届く範囲に物が置かれていた。また、洗面台の鏡も傾斜がつけ
られており、より広い範囲を確認する事が出来る設計となっていた。
室内の温度や窓ガラス、テレビ操作等は基本的に備付けのタブレットもしくはスマートフォンで操作が完結する仕組みになっていたこと
に加え、QRコードを読み込むとオンラインの新聞を読むこともできた。

ダイナミックシアター

ADAスタンダードの順守
MGM Macauでも基本的な建築はADAに適合したスタンダードが守られている。今回視察した箇所においても基本的にはアクセス可能な通
路が用意されていた。各国でのベストプラクティスを導入し、高めていく事に重きを置かれている為である。また、ウィンにて実践されて
いる、ホテルに於いての避難誘導の優先順位は当社でも実践されていた。
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IRオペレーター視察③

Galaxy・Macau

名称 ：Galaxy・Macau
所在地 ：コタイ地区/Av. Marginal Flor de Lotus
開業年 ：2011年
敷地面積 ：28.50ha
延床面積 ：100ha
主な視察項目：施設全般

外観部分

世界最大級の敷地面積を誇るギャラクシー・エンターテイメント・グループ
における旗艦店。敷地内には5つのホテルや約8haのプール、各ブティック等が
入居している商業施設がある。

共有部分でのサインについて

カメラ⇒

それぞれの施設によって調整されているデザインや配置
施設全体を通じてギャラクシー内におけるサインは高めに設定されていた。また、施設部分によってもサインの大きさや設置位置等
は大きく異なっていた。写真（左から3番目）はブロードウェイマカオのトイレ部分。写真（左から4番目）はグランドリゾートデッ
キでのサイン。小さな子ども等も見やすい位置にサインが設置されていた。

フラッシュライト

視察箇所カテゴリー 詳細

ロビー ダイアモンドロビー

商業エリア ウェストプロムナード

ホテル マリオットホテルマカオ
バンヤンツリースパマカオ

エンターテイメント プール（グランドリゾートデッキ）
劇場（ブロードウェイシアター）
飲食施設（ブロードウェイフードストリート）

カジノ 大衆カジノフロア
VIPルームカジノフロア（ジンメン8プレミアムゲーミングクラブ）

その他 バックヤード部分（従業員の共有部分及び、監視室）
キオスク（Responsible Gambling Information kiosk)

カジノとバックヤード部分を除く部分にて
撮影を許可されていた為、施設自体はもと
より施設間通路等も撮影を実施。

大理石中心の通路
共有部分においては大理石が占める面積が比較的多く、車いすでの移動負担については低減されている様に見受けられた。各テナン
ト間（写真：左４番目）にカーペットが敷かれていたが、今回回った施設の中では全体を通じてカーペットの数は少なかった。写真
撮影が許可されていないカジノフロアについてはカーペットを基調とした設えとなっていたが、これは全事業者共通であった。

主な通路部分について

ロビー周辺（ダイアモンドロビー） テナントエリア（ウェストプロムナード） ホテル入り口（マリオットホテル） テナントエリア（プロムナード）
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スパ（バンヤンツリースパ）

手摺や移乗に問題の無い作りがされている
ギャラクシー内の施設で最も手摺等が設置されており転倒リスクなどを回避している様に見受けられた。車いすからのベットの移乗につい
ても問題なく行える高さで設置されていた。

プール周辺環境
プールの前迄は車いすでも単独でアプローチが可能な設計になっていた。一方でプール周辺は砂場となっていることと、洗い場に段差が
ある為、車いすのまま単独で入水は困難であった。
通路については個別でバリアフリーアクセスルートが記載されていたことに加えて、鉄板で作られていたスロープの僅かな段差にもカ
バーをする等、安全に対する配慮が見られた。

IRオペレーター視察③

Galaxy・Macau

プール（グランドリゾートデッキ）

アクセシブルルート

ホテル（マリオットホテル）

受付
立位に合わせたハイカウ
ンターのみでローカウン
ターは見られなかった。

アプローチしやすい

コンセント タオル

各種取組が行われている
水回り部分を中心に、手摺の設置や車いすのままアプローチがしやすい仕組み作りが行われている。

シアター（ブロードウェイ・マカオ）

3,000席を超える大規模シアター
全3,000席の中にはバリアフリーシートも設けられていた。
車いすユーザーが複数同時に鑑賞希望の際には、シートのレイア
ウトが必要になるが、レイアウト変更に時間を要する点が課題。
ブロードウェイマカオ内は常にwifiが接続可能であった。
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IRオペレーター視察④

Melco Resorts & Entertainments Limited

名称 ： City of Dreams Macau
所在地 ：コタイ地区/Estrada do Istmo, Cotai, Macau
開業年 ：2009年
総延床面積 ：62.9ha

外観部分（City of Dreams Macau)

メルコリゾーツエンターテイメントはマカオ内で3施設とエレクトロニックカ
ジノチェーン「モカクラブ」のチェーンを複数運営。運営している3施設はCity 
of Dreams Macau(2009年開業)、 Studio City(2015年開業)、Altira(2007年開業)。今
回は、City of Dreams MacauとStudio Cityへ視察。

調整可能なハンガー
スタジオシティセレブリティ・タワー・ホテルについても高さに配慮した設計が施されていた。ハンガーは可変式になっており、引っ張り出
すと下げられる造りになっている。

視察箇所カテゴリー 詳細

ロビー メインロビー

商業エリア マカオグルメウォーク、

MICE スタジオシティイベントセンター

ホテル モーフィアス、スタジオシティセレブリティ・タワー・ホテル

エンターテイメント ザ・ハウスオブダンシングウォーター、レジェンドヒーローズパーク
(VRアミューズメント)、Golden Reel（観覧車）

カジノ マスカジノフロア

その他 Heart of House(従業員用スペース)

カジノとバックヤード部分を除く部分にて
撮影を許可されていた為、施設自体はもと
より施設間通路等も撮影を実施。

共有通路の大理石割合
施設全体を通して、カーペットが他の施設よりもカーペットが少なかった。施設ごとにテーマのあるフロアデザインが施されていた。
モーフィアスのホテル客室へ通ずるエレベーターは、高層階へのボタンは上部にあり、車いす単独で利用は困難であった。

主な通路部分について

客室内高さ設計等
上げ下げが可能な跳ね上げ式の手摺の設置がトイレに設置され、車いすのままでもアプローチがしやすい洗面台の設計がされていた。
鏡は、より広範囲が見える様に傾斜が設けられていた。また、ハンガーやキーボックス等の高さは車いすを利用する高さで設計がされ
ており、手の届く範囲に必要なものが設置されていた。また、寝室から浴室への扉は自動ドアとなっており、軽い力でも扉の開閉が可
能な設計になっていた。

名称 ： Studio City
所在地 ：コタイ地区/Estrada do Istmo, Cotai, Macau
開業年 ：2015年
総延床面積 ：47.4ha

宿泊施設について（モーフィアス）

宿泊施設について（スタジオシティセレブリティ・タワー・ホテル）



74 

 

新しい顧客流入動線への対応

マカオLRTの新設駅との接続に対応
マカオ初のLRTの一部運行が2019年内に開通予定。スタジオシティの隣へ隣接する出口にはこれまでエレベーターの設置が無かった為、開
通前にリフトの設置が行われていた。

IRオペレーター視察④

Melco Resorts & Entertainments Limited

各所でのアクセシビリティへの対応
施設内はアミューズメントから会議場、イベントホール迄、基礎的なアクセシビリティは対応されており、段差が解消されていた。

労働環境の整備改善
従業員が業務に集中できる為の環境づくりがなされていた。制服が自動で提供されるランドリーサービスや体を動かせるエクササイズ
ルーム更には防音設備の整ったストレス発散室等ユニークな取組があった。更には休息専用の環境が整備されていた為、精神障害のあ
る方が働きやすい環境づくりもされていた。細かな取組ではあるが、ビュッフェスタイルの社員食堂では、配膳を受ける場所にトレー
置きが設置されていたことや、トレー自体に滑り止め加工がされていた。また、同社は女性の社会進出を促す取組に力を入れており、
保育園の手当やIR施設に世界で初めてマザーズルームを設置した事業者でもある。

労働環境の整備
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IRオペレーター視察⑤

Sands China Ltd.

名称 ： The Parisian Macao
所在地 ：コタイ地区/s n Estrada da Baia de Nossa Senhora da Esperanca
開業年 ：ベネチアン・マカオ 2007年

ザ・パリジャン・マカオ 2016年
カジノ面積 ：23.5ha
主な視察項目：施設全体

外観部分ザ・パリジャン・マカオはベネチアン・マカオ（2007年 開業）、プラザ・マ
カオ（2008年開業）に接続。ホテル、ゲーミング施設他、アジア最大のコンベ
ンション＆エキシビジョンホールを運営している。コタイ地区に早期から展開
しており、他の施設と比べると築年数が経過している。一方で、ナビゲーショ
ンシステム等の情報面でハード面の不便をカバーしている。

移動を助けるツール

ナビゲーションシステムの導入
サインがわかりづらいといった利用者の声を取り入れ、施設内に
約3000台のビーコンを設置し、現在地から目的地までのアクセス
ルートを表示できる。車いす、ベビーカーユーザーの利用を想定
し、車いすのみのルートも選択が可能。

フラッシュライト

視察箇所カテゴリー 詳細

ロビー ベネチアンメインロビー

商業エリア パリジャン

MICE ベネチアン大広間（ベネチアンボールルーム）
コタイアリーナ
コタイエキスポ

ホテル パリジャン ホテル

エンターテイメント エッフェルタワー

カジノ 大衆カジノフロア

その他 ナビゲーションシステム（サンズナビゲーション）

カジノとバックヤード部分を除く部分にて
撮影を許可されていた為、施設自体はもと
より施設間通路等も撮影を実施。

自動の開き戸
ベネチアンのエントランスロビーは開き戸で自動タイプのものが
採用されているため、車いす使用者やベビーカー使用者、キャ
リーケース使用者が利用しやすい。マカオにおいて自動ドアはホ
テルロビーの回転式ドアが主流であり、日本で見られる一般的な
自動ドアを見る機会は多くなかった。

主な通路部分について

絨毯メインの通路
通路の床材は絨毯が多用されており、キャリーケースでの移動時
の騒音を避けることができる。一方、車いす使用者やベビーカー
使用者にとっての移動には課題がある。

ビーコンが
位置情報を提供

低めに設定されているサイン
ベネチアンのに掲示されていたサインは、大きく視認性が高いピ
クトグラムが使われているだけでなく、低めに設定されていた。
近づいても上を見上げる負担が少なく視認することができる。

サインや掲示物について
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MICE及びアリーナ部分

動線設計

アクセシブルルーム内
エアコンスイッチは低めに設置されており、車いすのままでも負担なく調整可能。トイレとシャワー室には左右に手摺が設置されており、
安全面に配慮された設計となっていた。

サインや掲示物
館内が広い為、どのホールでどういった催しがされているのかといった全体を示すサイネージが設置されていた。（写真左1枚目）また比
較的大きなサインが設置されており、遠く離れていても見やすい掲示物が設置されていた。展示場以外については、絨毯が切れ目なく敷
き詰められていた。

IRオペレーター視察⑤

Sands

比較的大きく見やすい

ホテル

コンベンション

負担の少ない移動
エレベーターをエスカレーター付近に設置することで、エレベーター
利用者とエスカレーター利用者の動線が離れにくい。歩行距離や身体
的負担が大きくなると思われる施設に宿泊施設が隣接しており、利用
者の動線が考慮されている。

ホテル客室内（パリジャンホテル）

施設内での案内と施設間通路（館内キオスクと施設間通路）

ナビゲーションキオスク / 後付けエレベーター
フロアを跨いで館内を案内するナビゲーションキオスクが設置されていた。また、３か国語に対応しており視覚的には分かりやすい誘導
がなされていた。一方で視覚障害者向けの音声ガイド機能等はなかった。
パリジャンからシェラトンホテル迄の通路において、 10段程度の階段であったが、後付けと見受けられるエレベーターが隣接されていた。
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カジノフロアに限った総括を下記に記載する。 

多くの施設のカジノフロアにおいて、床面に毛足の長い絨毯が敷き詰められていること

により、車いす使用者にとっては移動の身体的負担が大きいものであった。一部、十字路に

フラットな部分を設けている施設があったが、このように一部分でも動線上にフラットな

部分があると、移動の助けとなる。しかしながら、絨毯とフラットな部分の境目に段差が発

生すると、つまずき・転倒の危険性があるため、境目に段差が生まれないよう、留意する必

要があると考えらえた。テーブルゲーム6コーナーの椅子は、重厚感があり、車いすを操作

している者は相応の力が必要な使用になっていた。テーブルゲームの中では、ブラックジャ

ックの様に、ディーラーが手札の数字を読み上げる様なゲーム以外で、視覚障害者への情報

保障は行われていない為、プレーする事が出来ないようになっていた。ゲームマシン7コー

ナーの椅子等は座った姿勢で行うゲームに関して、椅子が可動式のものであれば、車いすの

ままアプローチ可能であった。一方で、据え付けられている固定式の椅子の割合が多く、車

いすでの利用が難しいものもあった。通常固定式のものであっても、一部分でも取り外し可

能な仕様であったり、移乗しやすい形状（椅子の向きを変えられる等）であったりと、利用

者に応じて選択肢を提供するものが望ましいと考える。 

ギャンブル依存症対策の為、極力プレー迄のハードルを高くしておくという配慮も一方

では必要になると思われる為、UD と運用管理の融合を検討する必要性を感じられた。雇用

の観点では対面式のテーブルゲームではなく、ゲーム画面を通じて行う、ディーラー1 人に

対して数 10 人以上が同時にできるゲームにおいて、聴覚障害者のディーラーが勤務してい

た。音声情報だけでなく視覚情報を用いたゲーム展開となっており、利用客だけでなく、従

業員の活躍の幅を広げているものであったことが確認できた。 

 

3-13 海外視察を終えての総論 

 今回、マカオ視察を行ったが、バリアフリー・UD に対する取組の濃淡が各社でも分かれ

ていた。昇降機の設置や、動線上の配慮等基礎的なバリアフリーに対する取組は見られたも

のの、独自の取組や、自主的な啓蒙活動等に対する熱量は事業者によって大きく異なった。

マカオにおけるバリアフリー化・UD への取組は 2018 年にから積極的に推進され始めてお

り、2018 年以前に建築された建物等は、十分な要件を要求されずに建築されているものが

多い。2018 年に「澳門特區無障礙通用設計建築指引（マカオ特別行政区のアクセシブルユ

ニバーサルデザイン建築物のガイドライン）」が公表され、2018 年以降に建築されるものは

より UD に関する取組が強化されることとなっている。今回視察を行った建物は全て 2018

年以前に建築されたものである為、こうした規制を受けなかったものである為、環境面での

 

6 テーブルゲーム：ルーレットやトランプをテーブル上で行うゲーム。テーブルにはディ

ーラーが付いている事が一般的。 

7 ゲームマシン：スロットマシン等の筐体を利用して遊戯するゲーム。 
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充実を実感できなかったものと考えられる。 

 

 情報面については事前情報の収集や館内での情報収集には非常に大きな課題があった。

館内マップや経路図等の事前情報が収集できない事、各アトラクションのバリアフリー情

報等が不足している為、情報の入手は容易ではなかった。比較的新しいと思われる館内の電

子案内板等は、現在地から目的地までの経路案内等を分かりやすく発信している一方で、車

いすを利用している者からは角度の問題から操作がしづらく、見えにくいものであった。 

 

一方で、意識の面は総じて非常に優れていると感じる事ができた。ホテルやレストランで

の気配りや目配り等は徹底されていると感じる程、不自由を感じることがなかった。ホテル

のチェックイン時にアクセシブルルームへ変更できる旨の申し入れがあった事や、レスト

ランでのアテンド等行き届いたサービスが受けられ、様々な人をもてなすホスピタリティ

を実感する事が出来た。IR 施設は、コンセプトやコンテンツに多少の差異はあれど、本質

的には一般顧客から VIP 迄をもてなすサービスを提供価値とするサービス業であることか

ら、非常に質の高い接客を受ける事ができた。また、サービスの源泉である従業員に対する

教育や、従業員満足度を高める為の取組は特筆すべきものであった。 
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４ IR に期待される次世代を先導する取組 

4-1 本章での記載事項 

 本章では、1 章及び 2 章を総合的に踏まえた上で、IR に求められる望ましい取組につい

て示唆を行う。 

 

4-2 これまでの整理と纏め 

下記に 1 章及び 2 章に記載をした点を簡記する。その上で、どの様な取組が進められる

べきであるかを記載する。 

  

この部分でこれまでの課題のまとめ総括 

【現行の UD に関する基準やガイドラインについての課題】 

・分断的に策定された基準やガイドラインが策定されている 

・より高い質を追求した目標設定がなされていない点  

・広い視野での利用者ニーズを把握し、利用者特性を捉えた取組が促されない点 

 

【IR における個別課題等について】 

・施設の改善（再投資）が起きにくいと予測される点 

・事業参画者が複数に分かれる為、統制がより困難になる事が予想される点 

 

【好事例を踏まえて】 

・安全面に対する配慮 

・企業理念や哲学が徹底された組織作り 

・徹底した顧客視点を持っている 

・当事者との接点が多い、あるいは接点を持つための努力が行われている 

・知識の蓄積と改善が繰り返されている 

・利用者に必要な情報が提供されており、可能な限り選択肢が用意されている 
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4-3 求められる要件 

〇施設全体に求められる事 

それらを踏まえて、今後求められる取組には以下の事柄が挙げられる。 

 

分類 キーポイント 具体的な確認ポイントの例 

大

項

目 

企
業 

・主体的な対応 

・取組に対するコ 

ミットメント 

・過去の取組実績（CSR 報告書など） 

・中長期経営計画の内、SDGs に関する部分 

・SDGs、D&I に関する推進及び専門部署（担当者）の

有無 

・対話を通じた複数回の取組ヒアリング 

災
害
時
対
応 

・訓練段階の質を 

向上させる 

・備蓄品や非常時 

の経路の想定 

・過去の避難訓練資料 

・障害者の避難や情報周知を想定した備品の有無 

中

項

目 

IR

全
体 

・当事者視点の反 

 映 

・利便性の向上 

・設計・計画における多様な方々の参画 

・コンセプトへの 

反映 

・コンセプト内に UD 視点が反映されているか 

・UD に関する理 

解【環境面】 

・自社のバリアフリー設計基準を有しているか 

・施設全体で統一感のあるサイン計画がなされている 

 か 

・施設全体でバリアフリーな動線計画がなされている 

 か 

・施設間移動に係る負担軽減の取組が検討されている 

 か 

・UD に関する理 

解【意識面】 

・多様な利用客を想定した従業員研修の実施実績 

・多様な利用客を想定した接客マニュアルの有無 

・障害者雇用率及び障害者雇用に対する取組実績 

・UD に関する理 

解【情報面】 

・Web アクセシビリティに関する取組実績 

・手話や多言語に関する対応の検討がなされているか 

・公平で即時的な情報保障の検討がなされているか 

（例：同時通訳や遠隔手話通訳サービス等） 

・施設全体のユニバーサルデザインに関する情報発信 

が想定されているか 
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（例：バリアフリーマップの提供等） 

小

項

目 

各

号 

・一号施設および 

二号施設 

・来場者だけでなく登壇者に多様な利用者がいること 

を想定したつくりか 

（例：車いす使用者も登壇できる動線計画がなされ 

ている、前室エリアにも多目的トイレがある等） 

・可変式のスペースやトイレ、座席の用意がなされて 

いるか 

・三号施設 ・全ての人にとって平等に楽しめる工夫がなされてい 

るか 

（例：音声情報だけや視覚情報だけに頼らないコンテ 

ンツの提供があるか） 

・四号施設 ・アクセシブル・ツーリズムや個人の属性に応じたサ 

ービス提供の検討がなされているか（例：電子化さ 

れた障害者手帳等からより精緻な顧客プロファイル 

を行い、最適なサービスを提供する等） 

・五号施設 ・UD ルームだけでなく一般客室も多様な利用者を想定 

した設計になっているか 

（例：一般客室の出入口幅も 800mm 程度確保、水回り 

がフラット等） 

・六号施設 ・各エンターテインメントやアクティビティについ 

て、多様な利用者の利用を想定しているか 

（例：アトラクションの利用規約及びその情報発信 

を想定する等） 

・各エンターテインメントやアクティビティへのアク 

セスが確保されているか 

（例：プールへ段差なくアクセスできるか等） 

 

企業として求められる取組等 

必ずしも明確な収益貢献が期待される取組ではないものに対して企業が使命感を持ち、

取組を推進する為には、高い倫理観とそれに付随する取組に対するコミットメントが求め

られる。複数の事業者で取組まれる IR 事業には特に重要だと考えられる。そうしたものを

実践的に行う為には、事業体の理念を策定する際にも多様な人々が意識された目標が立て

られることが望ましい。継続的な取組を行う為には方針策定等の、長期的な取組の方向性を

示した物を作成することが望ましいと考えられる。計画の中には、具体的な取組を落とし込

むよりも、利用者の声や利用状況を踏まえながら都度、アップデートしていく事が好ましい
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為、大まかな方向性や予算計画の策定を行い、実施した事柄等を記録していく作業が求めら

れる。また、専門部署が設けられており、組織内に体制が整備されている事が望ましい。一

時的な推進室ではなく、恒常的な取組として発展させていく為には、専門部署の設置を行い

長期的な取組を行う必要がある。好事例紹介の中で行った、丸井グループやイオングループ

の取組が特に本部分を反映していると考えられる。 

 

災害対策 

 日本においては、他国に無い程の地震や台風といった人命に関わる自然災害が多発する

為、対策が必ず求められる。8災害に加え、テロ等の様々なリスクも念頭に対策や訓練を講

じる必要がある。東日本大震災の様な大地震では、障害者の死亡率が健常者のそれと比較し、

2.5 倍高かった。そのことからも、移動に制限を受ける者等への対応や対策は、特に留意が

必要と考えられる。9 

建築設計の段階から、避難経路上にバリアが発生しないか等のリスクを勘案した取組が

求められる。また、避難訓練時も、単純な訓練を行うだけでなく様々な利用者がいる前提で

の対応や、帰宅難民に障害者がいるケース、通信障害が発生し、スマートフォンやタブレッ

ト等の伝達手段が失われた事態を想定する等、幅広く考え得るシチュエーションを想定し

た訓練が求められる。避難の為の器具や備品への配慮も行い、全ての人に脱出しやすい状態

になっている事が求められる。 

 

設計・計画における多様な方々の参画 

 設計・計画段階から障害当事者など多様な方々の視点を入れることにより、利用者と事業

者双方にとって利便性と開発効率の向上が期待できる。竣工前及び竣工後に利用者の意見

を収集したとしても、工事やコストの兼ね合いから改善そのものが出来ず、十分な空間づく

りが行えない可能性がある。そのため、初期段階から多様な方々の視点を取り入れることが

求められる。 

 

シームレスな環境整備 

 様態の大きく異なる施設が一体となっている IR の様な施設に於いては施設全体での統制

や、施設間移動時の接続部分にも留意が必要となってくる。例えば、施設全体を通じたサイ

ンの一貫性や、施設間の高低差から生じる勾配等、全体を通じた配慮が求められる。また、

意識面に関しても施設間の移動についての説明やスムーズな案内が求められる。言い換え

ると、シームレスな環境構築が必要となる。先述の通り、防災関連の面では特に注意が必要

 

8 平成 18 年国土交通省白書を参照 

9 2012/7/30 付日本経済新聞「東日本大震災の障害者死亡率、全体の 2.5 倍 逃げ遅れた

可能性」 
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となる。また、人によって何がバリアに感じるかは大きく異なる為、取組の濃度も可能な限

り濃くしておく必要がある。下図は健常者やそれぞれの当事者が IR 施設に感じるバリアを

イメージ化したものであるが健常者からみた IR におけるバリアのイメージは、施設間のバ

リアも薄く、施設内で感じる段差や、情報入手の困難さ等のバリアの粗さも小さい。一方で、

当事者 A や当事者 B からみた IR のバリアの濃さや施設間バリアも濃い状態にある。二つ

以上の障害がある重複障害者もいる為よりきめの細かい取組が求められる。例えば、視覚障

害者に対応に筆談ボードを設置するだけではなく、手話リレーサービスを導入する事や、従

業員が基礎的な手話を習得する等単一の取組だけでなくより深い取組を行う事が必要と考

えられる。また、こうした取組を通じてサービスを改善していく為にも当事者の意見を反映

した永続的なスパイラルアップが必要と考えられる。 

 

 

 

変化に合わせ柔軟に対応できる造り 

求められる機能や設備等は時と場合によって大きく異なる。例えば、イベントによっては

一度に大勢の障害者等が利用する事が想定される。その際には、デザインや使用を後からで

も調整ができる仕様となっている事が望ましい。事例にもあった、福岡国際会議場や、MGM

で導入されているシアターの様に可変式としておく事により、大規模な変化にも対応がで

き、後から追加での設備投資を行うよりも経済的だとも考えられる。ホテルについても、京

王プラザホテルの様に、手すり等の貸出備品や器具を脱着可能な状態にする事により、柔軟
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性を高める事が可能となっている。 

 

選択肢の多様化 

単一の選択肢の他、利用者の利便性向上の為、複数の手段が常に用意されている事が望ま

しい。上述の通り、障害の程度や、人々によって求める水準が大きく異なる為に、幅広い選

択肢が用意されている事が望ましい。身体的制限のあるアトラクションや、どうしても利用

する事のできないコンテンツ等ができてしまう事をカバーする為にも、「A は利用が出来な

いが、B の様なものはご利用頂ける」という様な代替を設ける必要が求められる。そして、

そうした情報は事前に入手しやすい形で掲示を行う事が求められる。 

 

 

健常者と共に楽しめる動線（同伴者への配慮） 

施設内で行う全ての体験は、『共に楽しめる』という視点が含まれていなければならない。

例えば映画館等の車いす座席には、オープンスペースが開けられているだけで、同伴する家

族や友人等が離れて映画を鑑賞する、という事が多くある。環境面だけを捉えれば UD に

関する取組をしてはいるが、心地よく使用できる環境とは言い難い。当事者が直面する課題

だけを考えるだけではなく、当事者がどういう方 （々同伴者）と利用する可能性があるのか、

心的な満足感を与える事ができるのかを含めた検討が必要となっている。 

 

エンターテイメント全ての面では、障害の有無に関わらず全ての人が同じ様な移動がで

きる事が好ましい。例えば、階段と蛇行式のスロープが設置されている場合は、健常者は階

段で、車いす利用者はスロープで別行動になるケースが多い。また、一緒にスロープを利用

する際には、迂回をさせてしまった等の心的負担が当事者にかかる為、極力緩やかに一緒に

移動ができる動線を作る事等が求められる。移動時の事例だけでなく、劇場やエンタメ施設

等においても、車いす専用席が用意されるだけでは十分ではなく、その先で同伴者も一緒に

楽しめる事ができるかが重要となってくる。 

 

それぞれの顧客志向に合わせた One to One 志向 

UD というキーワードに囚われず重要な考えであるが、現在人々のニーズは多様化して

おり、多くの個人や法人が、サービスを提供する企業に対して自分のニーズや希望を理解

してもらう事を望んでいるとの調査結果がある。10この研究結果から示唆されている様

に、意識においてのサービスはユニバーサルに対応する事が特別な事柄ではなく、事業を

 

10 Salesforce.com 社の Salesforce Research「コネクテッドカスタマーの最新事情」より参

照。本調査は全世界 6,723 人の個人及び法人購入者から寄せられた研究結果のインサイト

を示した物。 
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成功させる為にも必須の取組だとの理解が求められる。顧客志向を徹底し、一人一人が満

足するサービスを提供する事が環境面で充足できない部分を補う要素になる。然しながら

大量の雇用を産み、従業員全員に均一な顧客サービスを提供する事も用意ではない。その

為、ある程度のボトムアップが期待されるような教育プログラムや研修を励行し、全体的

な底上げが One to One 志向を実践する上でも有効だと考えられる。 

 

様々な人を包含した活動 

好事例企業の多くはそもそもお客様の中に障害のある方が多い事や、積極的に社会見学

の際に特別支援学校の生徒を受け入れる等の社会活動を積極的に行っている企業が多かっ

た。施設やサービス改善の声を直接受け入れることも改善の一つではあるが、共に働く事

や共に交わり合う事で改善の為のアイデアや動機が生まれる為、可能な限り相互に参画す

る努力が求められる。その点でも障害者雇用は重要な課題であり、設備改善についてのア

イデアも障害のある従業員から吸い上げた意見を反映する等の自律的に改善が進められる

様な環境づくりが理想形に近い。 

 

即時的なコミュニケーション 

 情報を伝達するのみでなく、伝達ができる状況やスピードを向上させる事が求められ

る。災害を想定した対応や、電話リレーサービス等を活用した情報保障サービスの充実が

求められる。聴覚障害者の中には手話を第一言語として話す方もおり、手話を含めた多様

な言語に対応していることが望ましい。 

 

情報の質が高く均一 

必要な情報を均等に発信する事を通じて、探すストレスや手間等を極力排除する必要が

ある。障害者や特別なニーズを必要とする方に対する情報に加えて、外国語対応時の情報

量にも留意する必要がある。通常、多言語対応する際には、日本語のページ、英語のペー

ジ、中国語のページと、それぞれが独立したページとなっている為、言語によって情報量

が異なるケースがよく見られる。しかし、多くの訪日外国人客を想定しており、なおかつ

外国人の障害のある方や高齢者を想定する上では、主要な情報を多言語対応にするだけで

は不十分である為情報量と質にも留意が必要となる。 

 

ここまで記載したものは、企業の取組に対する自主性によって達成できる事柄である

為、最低限求められる水準と考えられる。 
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4-3 次世代を先導する取組事例 

 様々な分野で技術は日進月歩で進化しており、UD 製品も日々進化している。本節では技

術を活用した事例や、次世代を先導する取組として期待される事例の一端を紹介する。 

 

IR 事業を行う上で関連するものや、

次世代を先導する取組を行っている

企業等 

大阪市高速電気軌道株式会社 

株式会社 QD レーザ/富士通株式会社 

Dot Corporation（韓） 

パナソニック株式会社 

ヤマハ株式会社 

 

 

 

 

 

大阪市高速電気軌道株式会社の取組（以下大阪メトロ） 

大阪メトロでは顔認証を用いた次世代改札機導入に向けた取組が始まろうとしている。 

 
【大阪メトロプレスリリースより引用】 

事前に顔写真データを登録しておくと、改札機に備えつけたカメラで顔を捉え、事前登録

した顔写真データと照合・承認により改札ゲートが開閉されるという仕組みで、チケットを

持つことなく電車に乗る事ができる。将来的には、決済機能とも紐づけを行う等の活用が可

能になる。その際には、障害者手帳情報との連携等も行われる可能性が期待できる。現行で

は、障害者割引を適用する際に、切符購入後は改札口で駅係員に障害者手帳を確認してもら

う手間等が発生していたが、顔認証と障害者手帳情報を紐づける事により、障害者本人と駅

係員の双方が軽減されることが可能になる。 

特定の人の利便性が向上するのではなく、利用者全ての利便性が考慮されている。 
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大阪メトロでは、こうした次世代を担う取組だけでなく、地道な積み重ねが行われている。

ホームドア設置に向けた取組や、駅と車両の間隔を縮める取組も積極的に行っている。ホー

ムドア設置に向けた取組の他、自らで開発した櫛状ゴムをそれぞれの駅に設置し、ホームと

車両間の隙間を無くす活動を行っている。 

 

【大阪メトロ大正駅 弊社撮影】 

こうした「ホームドア整備にあわせた既存路線における 車椅子使用者の単独乗降の実現」

の取組が評価され、大阪市交通局は 2018 年に「国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣

表彰」を受賞した。 
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株式会社 QD レーザ（以下、QD レーザ）Retissa DisplayⅡ/富士通株式会社（以下、富士

通）Ontenna（オンテナ） 

Retissa DisplayⅡ 

 

【Retissa DisplayⅡ QD レーザより入手】 

「ビジリウム」と呼ばれる技術を活用し、視力やピントに依存せずにクリアに映像を見る

事が出来る Retissa DisplayⅡが販売されている。ＱＤレーザは富士通発のベンチャー企業。 

 

ビジリウムの技術は、網膜へ直接画像を投影する事が出来る為、視力やピントに依存する事

なく、クリアに映像を見る事が出来る。網膜や視神経に障害のある方はこの限りではないが、

一部の視覚障害者も利用できる。ピントに依存せず実視界にデジタル情報が重なる為、演劇

の字幕等を自然な形で見る事ができる。強い光等が回りに漏れる事も少なく、他の観客の集

中力が妨げられない。広い会場での講演やライブ等、遠くから観る方のニーズに対応する際

にも活用が出来る為、視覚障害者のみならず、よりクリアに遠くのものを観たいという健常

者も利用できる。MICE 施設等の広い会場で会議等を行う際には、一定間隔で大きなディス

プレイ等を設置し、スピーカーを投影するなどの工夫がされているが、ディスプレイ自体が

ステージを見る妨げになる事や、大型ディスプレイの設置分、収容人数を削ってしまう事が

ある。個人用設備を導入することで収容人数、ひいては 1 回あたりの講演での収入増加に

も期待ができる。 
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Ontenna（オンテナ） 

Ontenna は富士通と聴覚障害者が協働し開発された、音を体で感じる事ができる装置。

髪の毛や耳たぶ、襟元や袖口に身につけ振動と光によって音の特徴を体で感じるもの。 

【Ontenna 富士通社 HP より】 

 

 Ontenna は 60~90dB の音を 256 段階の振動と光の強さに変換し、

音の特徴を聴覚障害者に伝達する。音源の鳴動パターンをリアルタ

イムに変換することで、音のリズムやパターン、大きさを知覚する

事ができる。例えばスポーツやイベントの際に周囲から発せられる

歓声等もリアルタイムで知覚することができ、より臨場感を共有す

る事が可能となる。イベントや競技では周囲の熱狂を感じる事がで

き、映画等の身近なものでも活用が可能。例えばホラー映画等で主

人公が何者かに後ろから追いかけられるシーン等も、足音や BGM が観客の恐怖心を掻き

立てるがそうしたものは字幕でも表されない為、一緒に鑑賞している聴覚障害者は楽しさ

を共有することができない。Ontenna の特筆すべきところは開発の着想点を『楽しむ』にし

たものであると考えられる。これまでの主流はバリアフリーを根底とした考え方であった。

バリアフリーとは barrier（障害）を free（取り除く）という事、即ちマイナスのものを取り

払いゼロにするだけの取組に他ならない。しかし、バリアがあっても同じように楽しめると

いうプラス要素を付加していくという考えこそがより多くの障害者の外出機会を促すもの

と考える事ができる。エンターテイメントを必要とする IR にはこうしたすべての人を喜ば

せる活動が特に求められる。実際に Retissa DisplayⅡと Ontenna を組み合わせ、活用した

イベントも開催されている。公益社団法人能楽協会と富士通社が協業し能楽と ICT 技術を

活用したバリアフリー能が実施されている。 
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Dot Incorporation（以下ドット社） 

同社は韓国のスタートアップ企業として視覚障害者向けデバイス、UD 対応がなされた券

売機や案内板の製造販売を行う企業。同社は元々スマートウォッチ、dot watch の製造販売

からスタートした企業であるが、範囲は、個人向け商品から公的機関向けまで多岐に渡る。 

当社が手掛けるスマートウォッチはその場で点字を用い

て時刻を知らせる他、Bluetooth でスマートフォンと連動

させることにより通話の受信者確認や、メッセージの確認

ができる。また、dot watch から逆に携帯の通知を鳴らす

事が出来る為、携帯の場所を探す事も可能になる等、利用

者の声を反映し、開発されている。dot watch の様な即時

に文字を点字化する技術を用いて、アパレルショップの価

格表示や、タブレット型のデバイス dot pad を用いて、衣類に印字されているデザインを触

感で伝える事が可能となる取組に着手している。 

【Dot Watch 同社販売 HP より引用】 

 

アパレルの様に、季節が変わる都度、商品が入れ替わる、つまる印刷コストの高い点字価

格シールを再度印刷しなおしたり、シールを貼ったり張り替えたりするよりも可変的に料

金を表示にできるこうした取組は、オペレーション効率もコストを抑えるという両面から

もメリットが認められる内容である。 

 

【アパレル店舗イメージ Dot 社より入手】  
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ドット社は、公共施設で使えるキオスク（触知案内板）の発売も開始しており、韓国国内

の地下鉄で 2019 年以降順次設置されていく予定。点字対応が実装されている他、構内の案

内等のキオスクとしての機能を実装している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【韓国内に導入予定のキオスク Dot 社より入手】 

将来的には、可変式に凹凸を動かす技術を活用し、点字ブロックを可変式にし、dot watch

のユーザーや、視覚障害者であることがシステム的に判断した人が通過する時にのみ、点字

ブロックを浮き上がらせるインフラ等にも着手を行う見込み。点字ブロックは、視覚障害者

にとっては不可欠な取組であるものの、足腰の弱い高齢者やシルバーカー、車いす、ベビー

カーを使用する人々の立場からみると危険を孕む二面性がある。こうした社会課題を解決

する為の取組に着手している。 

 

 

【可変式点字ブロックが導入された駅のイメージ Dot 社より入手】 
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パナソニック株式会社（以下パナソニック社） 

技術を活用し、白物家電から街づくりやあらゆる領域に事業を展開している同社のコー

ポレートショールーム「パナソニックセンター」へ視察を実施した。BtoC 向け以外にも産

業用ロボットや街づくりについての事例も紹介されていた。パナソニックセンターに紹介

されていた移動に関する取組、翻訳機能についての取組について紹介する。 

 

WHILL NEXT 

電動車いすとテクノロジーを融合したパーソナルモビリティを製造販売する WHILL 株

式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役兼 CEO：杉江理、以下「WHILL 社」）とパナ

ソニック社が協働で開発した WHILL NEXT は自動停止、隊列走行、自律移動機能を備え

たパーソナルモビリティ。ロボティクス技術で広い屋内を安全で快適に移動することが可

能となる。 

 

【パナソニック社より入手】 

WHILL NEXT は航空会社と協働で、空港での乗換時の移動をサポートするツールとして

実証実験を開始している。機体に障害物を感知するセンサーが搭載されている事や、予め屋

内の地図情報をインストールしておけば、現在地から希望する目的地まで自律移動する機

能を備えている事もあり、操縦に不慣れな方や、初めて訪れる方もスムーズに移動が可能に

なる。また、隊列走行が可能である為、輸送能力も高める事ができる。 
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対面ホンヤク 

対面ホンヤクは多言語音声通訳サービ

ス。同サービスは、BtoB 向けソリューシ

ョンとしてタブレットを活用した方法で

販売されている。コーポレートショール

ームでは、話し手と聞き手の間にガラス

を設け、お互いの発言がそのガラスに投

影されていた。こうした工夫により、顧客

との目線を下に落とす事なくよりスムー

ズで自然な意思疎通が可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスプレイに双方の内容が

映し出されている 



94 

 

おもてなしガイド（SoundUD 推進コンソーシアム 以下 SUD コンソーシアム） 

おもてなしガイドはヤマハ株式会社（以下ヤマハ社）が開発した SoundUD 技術を元に製

品化されたサービス。その仕組みは、トリガー音と呼ばれる人間が聞き取る事のできない可

聴域外の音声に情報を入れ、スマートフォンやタブレットの機械で音声を読み取り、情報を

入手するというもの。例えばこの技術を活用すれば、駅や空港といった公共交通機関では、

スマホ等の情報端末さえ持っていれば聴覚障害者や日本語が理解できない方に構内アナウ

ンス等を伝達する事ができる。既に複数の事業者で導入されている他、エンターテイメント 

【おもてなしガイド利用イメージ図】 

施設では、ミュージカルの音楽に、こ

の音声を含めて上映することにより、

聴覚障害者への情報保障を行ってい

る事業者もある。 

 

トリガー音を発信するスポットの拡大と、トリガー音の読取アプリである『おもてなしガ

イド』の普及には、企業単体ではできない大きなムーブメントを達成する為に SUD コンソ

ーシアムを形成している。SUD コンソーシアムには 2019 年 10 月末時点で 311 社が参画し

ており、公共施設を中心にトリガー音が発信できるスポットが順次拡大している。トリガー

音の発信はヤマハ社製の機器だけしか発信できないという事ではなく、特定の機器に依存

しない仕様となっている事に加え、SUD コンソーシアムへの参加、アプリケーションへト

リガー音の読み取り機能を実装する際の組み込みの開発キット(SDK)も無償で開放をおこ

なっており、インクルーシブな活動普及が行われている。 

現在 SoundUD が実装され、トリガー音を発信している施設は複数ある。しかし一方で、

発信されている情報を読み取る為には、読み取る機能を実装したスマートフォンやタブレ

ットが必要となる為、トリガー音を発信する『対応スポット』の拡大と並行してトリガー音

を受信できる『対応アプリ』の拡大にも注力している。乗換案内アプリやラジオ受信アプリ

にトリガー音を感知する機能を盛り込む等の展開を行っており、使える場所の拡大と、使う

人の拡大が図られている。 
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4-4 次世代を先導する取組の課題点 

 

今後取組が浸透すると期待される物等にも課題が残されている。取組によって克服すべ

き課題点が分かれるが大きく大別すると 2 軸がある。 

 課題の 2 軸 例 課題 打ち手 

①  相当数のニーズがあるもの

の商用化が難しい 

特定の障害者を

対象とする様な

もの（dot watch

等） 

商用化迄のコス

トや持続性 

商 用 化 の 勢 い

をつける 

付 加 価 値 を 乗

せ る 為 の 取 組

を行う 

特 定 の 障 害 者

以 外 で の 活 用

方 法 を 検 討 す

る 

②  普遍的なニーズのあるもの 顔認証を用いた

チケットレス化

等 

技術の進歩やオ

ペレーションの

改良 

より広い人を想

定する必要性 

最 初 か ら よ り

広 い 人 々 の 使

用 方 法 を 検 討

する 

① は特定の障害がある人々の生活を向上させるものを指している。例えば視覚障害者を例 

とすると失明状態もしくは、視力障害がある人々は世界で 2.2 億人いるとされている。11世

界的に見ても相当数のニーズがあると思われるが世界各国で、部分的な取組になっている

為、新商品等の商用化がされにくい等の課題が発生している。世界的な注目を集める場所で

の利用を行い世界的な関心を高める事や世界に対して発信する事が必要となる。日本版 IR

が UD 情報のハブになり、商用化する為の勢いをつける場所になる必要がある。勢いをつ

けてしまえば、ある程度の商品を纏めて生産する事が可能になる為、1 製品あたりの単価を

引き下げる事も可能になる。また、特定の当事者以外が使用できる様な取組を行う事が重要

となってくる。 

② の様な普遍的な商品を作成する際には、より細部のニーズを反映し、排除されてしまう 

人の数を低減させる為の取組が求められる。身長差や、顔の周辺に呼吸補助機を使用してい

る人の認識についての精度を上げる等誰一人として排除されることの無い様な取組、言い

換えると初めからバリアを作らない為の取組が必要となる。 

  

 

11 World Health Organization Factsheet「Blindness and vision impairment」より参照 
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5 最後に 

UD の取組を加速させることは、障害者や高齢者、更には健常者を含めた利用者の利便性

の向上がされるのは言うまでもなく、事業者にとってもメリットをもたらすものとなる。長

期的な視点に立てば、日本を始めとして、中国を含めた各国がこれまでに類を見ない速さで

高齢の時代を迎える為、利用者確保の観点からも、こうした取組は必要不可欠であると考え

られる。更に言うと、UD への取組は SDGs12の様な大局的視点からも取組まなければなら

ない事柄であると言える。SDGs には、17 の大きな目標とそれらを達成する為の 169 のタ

ーゲットで構成されている。UD に対する取組はそれらの 169 個のターゲットにもリンク

する部分が多分にある。 

 

 

【国際連合広報センターより】 

現在では、こうした取組が ESG 投資13として機関投資家からも注目され、非財務内容の

 

12 SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。SDGs とは，

2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。外務省 JAPAN SDGs Action Platform

より引用 

13 ESG 投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバ

ナンス（Governance）要素も考慮した投資のことを指します。特に、年金基金等大きな資
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評価がされる土壌も整いつつある。好事例で紹介を行った丸井グループの様に「現在世代」 

のみならず「次世代」の顧客を想定した長期的な取組が企業の持続的な成長に繋がり更には、

持続的な環境の開発につながる事が期待される。 

 

 また、具体化できないものの、短期的な利益等を生まない長期的な取組となる領域である

UD に対する取組の濃淡については、企業文化や経営層の理解度に依存する部分が少なくな

かった。この点においては企業単位で行う大きな枠組での意識面での取組と考える事が出

来る。また、どの好事例企業も現状を超えていく為の弛まぬ努力を続けている点も留意が必

要であり、そうした取組の活動を称える必要がある。本来であれば、企業の主体性と自助努

力を以て改善の積み重ねを行われるべきであるが、日本で IR を開業できる企業は限定的で

あり、これまでにない UD の最先端を実装する観点からも、定期的な評価を行う必要があ

ると考えられる。 

 

 

産を超長期で運用する機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリティを評価するとい

う概念が普及し、気候変動等を念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の新た

な収益創出の機会（オポチュニティ）を評価するベンチマークとして、国連持続可能な開

発目標（SDGs）と合わせて注目されています。経済産業省「ESG 投資とは」より引用 


