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コンテンツ 
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規格票の閲覧 / 購入 

 閲覧：JISC（日本工業標準調査会） 
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html 
「X8341-3」で検索 

 
 購入：JSA Web Store 
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/top/ 
「X8341-3」で検索 

http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/top/


ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC） 

 JIS X 8341-3:2010対応に不可欠な技術文書、
各種ガイドライン等を提供          http://waic.jp/  

http://waic.jp/


WAIC 参画企業・団体（委員所属の企業・団体名） 

 慶應義塾大学 
 東京女子大学 
 東洋大学 
 W3C/慶應 
 日本障害者協議会 
 日本障害者リハビリテーション協会 
 アドビシステムズ 
 アライド・ブレインズ 
 インフォアクシア 
 NECデザイン＆プロモーション 
 Cocktailz 
 キヤノンマーケティングジャパン 

 
 

 日経BPコンサルティング 
 日経BP社 
 日本アイ・ビー・エム 
 日本電気 
 日本電信電話 
 日本マイクロソフト 
 ビジネス・アーキテクツ 
 日立公共システムエンジニアリング 
 日立製作所 
 富士通ソフトウェアテクノロジーズ 
 富士通デザイン 
 ミツエーリンクス 

 （敬称略、順不同） 



WAIC（ウェブアクセシビリティ基盤委員会） 

WG1（理解と普及） 
 JISの正しい理解と普及に必要な活動 

WG2（実装） 
 JISの実装に必要な資料を作成・公開 

WG3（試験） 
 JISを用いた試験を実施する際に必要な資料を作成・
公開 



JIS X 8341-3:2010 関連文書 

 JIS X 8341-3:2010 解説 
アクセシビリティ・サポーテッド（AS）情報 
AS情報を作成する際に必要となるテストファイル 
 JIS X 8341-3:2010 試験実施ガイドライン 
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2010 対応度
表記ガイドライン 

アクセシビリティ方針策定ガイドライン 
 JIS X 8341-3:2010 対応発注ガイドライン 



W3C WCAG 2.0 関連翻訳文書 

ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイド
ライン（WCAG）2.0 

WCAG 2.0 解説書 
WCAG 2.0 実装方法集 



この講座のアウトライン 

1. アクセシビリティ・サポーテッド情報の活用法 
 WAIC 実装WG主査 植木 真（インフォアクシア） 

 
2. Flash / PDF 実装方法集の概要 

 WAIC 実装WG主査 植木 真（インフォアクシア） 
 

3. アクセシブルな動画の実装方法 
 キャプションおよび音声ガイドの作成方法 

 WAIC 試験WG 委員 福田 健太郎（日本IBM） 



1. アクセシビリティ･サポーテッド情報
の活用法 
 

 

WAIC 実装WG主査 植木 真（インフォアクシア） 
 



達成基準を満たすことのできる実装方法 

ユーザーにとって利用可能であること 
それを確認するのは、設計・開発する者の責任 

 

「実装方法の選び方については、附属書A(参考)を参照」 



アクセシビリティ･サポーテッドな実装方法 

 

アクセシビリティ・サポーテッドである 

＝ 
 

ユーザーが使用するブラウザ / 支援技術によって 
サポートされている 

≠ 

 

ユーザーが利用できる ＝ 
 

使用している技術の仕様に準拠している 



事例： HTML の longdesc 属性 

 

<p><img src="chart.gif" alt="複雑な図"  
longdesc="chartdesc.html"/></p> 
 

画像を詳細に説明しているページへのリンクを
提供する属性 

しかし、ほとんどのブラウザ/支援技術によって
サポートされていない 

 

仕様に準拠していても、ユーザーが使えなければ意味がない 



アクセシビリティ・サポーテッドかどうか？ 

達成基準を満たすことができると考えられる 
実装方法のテストファイルを作成する 
 WCAG 2.0 関連文書には300を超える実装方法 
 検証手順や判定基準も定めなければならない 

ユーザーが使用すると考えられるブラウザ及び
支援技術を用いて、テストファイルを検証する 
 OSは？ どのブラウザ？ どのバージョン？ 
 どのブラウザとどの支援技術の組み合わせ？ 
   

各企業や団体ごとに実施することは現実的に不可能 



そこで、WAICが検証を実施 

 

http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/  

http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/
http://waic.jp/docs/jis2010-as-understanding/201209/


2. Flash/PDF 実装方法集の概要 
 

 

WAIC 実装WG主査 植木 真（インフォアクシア） 
 



WCAG 実装方法集 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/   

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/


事例： 達成基準 7.1.1.1 非テキストコンテンツ 

例えば、画像を使用する場合･･･ 



H37：img要素のalt属性を用いる 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H37    

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H37
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H37
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H37


FLASH1：非テキストオブジェクトに名前プロ
パティを設定する 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH1     

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH1
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH1
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH1


PDF1：PDF 文書の Alt エントリによって画像
に代替テキストを適用する 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF1      

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF1
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF1
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF1


事例： 達成基準 7.1.1.1 非テキストコンテンツ 

例えば、画像を装飾目的で使用する場合･･･ 



H67: 支援技術が無視すべき画像の img 要素で、
alt属性値を空にして、title 属性を付与しない 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H67     

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H67
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H67
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H67


C9: CSS を用いて、装飾目的の画像を付加する 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/C9      

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/C9
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/C9
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/C9


FLASH3： 支援技術が無視できるように Flash 
のオブジェクトにマークを付ける 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH3       

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH3
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH3
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/FLASH3


PDF4: PDF 文書の Artifact タグによって装飾
的な画像をタグ構造から削除する 

 

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF4        

http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF4
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF4
http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/PDF4


アクセシビリティ･サポーテッド情報 

WAICでは、PDFの実装方法集をもとにした 
テストファイルを現在作成中 
 ブラウザ / 支援技術を用いた検証も実施予定 
 ただし、時期は未定 



質疑応答 
 

「アクセシビリティ･サポーテッド情報」 
 

「Flash/PDF 実装方法集」 
 

お問い合わせ： waic@ciaj.or.jp 



ウェブ制作者のための 
JIS X 8341-3:2010対応講座 

 

アクセシビリティ･サポーテッド情報と 
アクセシブルな Flash ･ PDF  

および 動画の実装方法 

http://waic.jp/ 
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