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ウェブアクセシビリティ検査 概要

以下の(1)から(3)の方法等によりウェブアクセシビリティの対応状況
を確認し改善すべき事項を洗い出し改善の取組につなげます。継続的
に検証を実施し、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上を図る
ことが重要です。*総務省発⾏の「みんなの公共サイト運⽤ガイドライン 6.2.3 検証」より引⽤）

(1)プログラムチェックツールによる確認等 （miCheckerなど）
(2)人による詳細な確認 （目視検査）
(3)利⽤者の使⽤しているソフト等を⽤い確認（閲覧支援ツール）

そこで弊社では、検証をスムーズに⾏うための検査サービ
スをご⽤意しています。
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ウェブアクセシビリティサービス
サービス 内容 納品物/提供サービス 期間等 備考

1 全ページプログラ
ム検査

総務省が提供するmiCheckerの検査エン
ジンを搭載した弊社専用ツール(AMCC)を
用いて全ページを対象に自動的に検査を
実施します。
サイト全体のアクセシビリティ達成状況
の客観的に把握することができます。

 AMCCによる検査結果の閲覧
内容: 概要、4原則に関する検査結果、出力タ
イプ別検査結果(問題あり・問題の可能性大・
要判断箇所・手動確認・出力タイプ別の検査
結果検査結果・第１階層別の指摘数)、「問題
あり」の検査結果、「問題の可能性大」の検
査結果など

 詳細レポート一式(Excel csv形式)のダウン
ロード。全データを含む

約5日

紙による
報告書が
必要な場
合は、別
途ご相談
ください。

2 適合性評価
（目視検査）

ウェブアクセシビリティ認定検査機関と
してウェブページの適合性の目視検査と
行います。規格への不適合箇所がある場
合には修正方法案をガイドします。また、
修正後の再検査も行います。

 検査証明書 (html/PDF)
 検査報告書 (Word/PDF)
 達成基準チェックリスト(html/PDF)
 実装チェックリスト(html/PDF)

1カ月程度
通常４０
〜５０⾴
検査を実
施

3 適合証明書の発行
ページの目視検査において適合が確認さ
れた場合、対象Webページに対する適合
証明書を発行します。

 適合証明書（html/PDF) 1〜3日

4 検査証DB
2及び３の結果から公開すべき情報を、お
客様に代わって弊社専用Webサイトで公
開します。

Web公開サービス 1〜3日

5 アクセシビリティ
方針作成支援

既存のものがある場合はその更新、
無い場合は新規の作成を支援しま
す。

アクセシビリティ方針案
(Word, HTML など) 5日

6 アクセシビリティ
研修

講師が訪問して講習会・研修会を
実施します。

 基礎編60分
 技術編90

1回40名程
度まで

7 閲覧支援ツール 標準ブラウザを補完する閲覧支援ブラウ
ザを提供します  クラウド型閲覧支援ブラウザ
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検査サービスの流れ
1. 全ページプログラム検査
- miCheckerエンジンで全ページ診断
- 診断結果をビジュアルに表示/スコア化
- サイト全体の課題を把握
- 対策方針を立案
- 対策方針に基づいて修正作業を実

2. ウェブアクセシビリティ目視検査
- 検査ページを選定 (通常40ページ)
- 初回検査結果の提出
- 初回検査結果に基づいた修正作業
- 正しく修正されたかどうかの確認
- 検査証明書発行

5. アクセシビリティ方針の公開
- アクセシビリティ方針の見直し
- 試験結果へのリンクの追加
- アクセシビリティ方針の公開

3. 適合証明書の発行 (有料オプション)
- 適合判定
- 適合証明書発行

初にサイト全体のアクセシビリティ達成状況を把握しておくこ
とをお薦めします。

結果は定量的にかつビジュアルに報告されますので、数値目標
を立てたり、定期的な検査で改善の進捗が把握できるようにな
ります。

プログラム検査ではJIS X8341-3:2016の傾向は分かっても全

達成基準を検査することは出来ません。必ず、目視検査が必
要です。ただし、とても時間と費用がかかりますので、プログラ
ム検査の結果なども参考に、選択的に検査を行うことをお薦
めします。

目視検査終了後、検査対象において適合状態と言えるかどう
かの判定を行います。適合状態の場合は、適合証明書を発
行します。

目視検査結果および適合証明書は弊社の検査証DBを用いて
公開することが可能です。(有償)
当DBを用いない場合でも、無償で貴組織のサーバーから同じ
ファイルを公開することは可能です。

4. 検査証DB(オプション)
- 検査証DBに登録
- 検査証DBの公開

2.ウェブアクセシビリティ目視検査の結果を試験結果としてリ
ンクし、また、アクセシビリティ方針を見直した上で公開します。

基本的にはお客様にて行うものですが、弊社では内容のレ
ビューなどご支援をしております。
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ウェブアクセシビリティ全ページ検査
プログラム検査のAMCC（Accessibility Management Checker Cloud）は、Webサイトを全ページ
自動巡回してアクセシビリティを検査する、当社のクラウドサービスです。
総務省が開発した「みんなのアクセシビリティ評価ツール︓miChecker」による機械的に検証可能な
項目に加えて、ページタイトルの重複問題、リンク切れ問題を検査します。検査結果をグラフでわか
りやすく表示するのもAMCCの特⻑で、次に打つべき⼿が⼀目瞭然です。
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当社は2014年3月にJIS Q 17020（ISO/IEC 17020) 適合性評価−検査を
実施する各種機関の運営に関する要求事項 に基づく適合性評価を実施す
る検査機関として認定され、ウェブアクセシビリティの適合性評価検査を
実施してきました。 認定対象の国内・国際規格は以下の通りです。
（当社の適合性評価結果はilac MRAによって国際的に認められ利用できます）

i. ISO/IEC 40500 Information technology -W3C Web Content 
Accessibility Guidelines （WCAG 2.0）

ii. WCAG 2.0

iii. JIS X 8341-3 ⾼齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、
ソフトウエア及びサービス−第3部：ウェブコンテンツ

認定検査機関
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当社の認定検査員がJIS X 8341-3の要求事項ごとに適合状況を目視で確認し、
検査ページ全てについて達成基準チェックリスト及び実装チェックリストを作
成します。

ウェブアクセシビリティ目視検査

この他にエクセルで検査報告書を提出します。
検査報告書にはより詳細な検査結果が記載されています。
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納品物一覧 :ウェブアクセシビリティ目視検査

検査報告書 (1/2)

納品形態 :  
DVD/CDなどメディアでの納品が基本となります。
ご希望がある場合は印刷も可能です。(多い場合は
500ページを越えます)
検査報告書のファイルはExcel形式となっています。
検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェッ
クリストはHTMLファイル一式あるいはPDFにて納
品いたします。HTMLファイルにつきましては、貴
ホームページへの掲載用として提供しております。

表紙
検査情報
(1ページ)

URLリスト
目視検査したURLの一覧
(1〜2ページ)

検査結果ページ単位
ページ単位で見つかった問題。
修正方法の例が含まれている。
(100ページ前後になる場合あり)

検査結果ソースコード単位
ソースコード単位で見つかった問題。
修正方法の例が含まれている。
(100ページ前後になる場合あり)

すぐに修正可能な情
報を提供

すぐに修正可能な情
報を提供
下はその例

条件付きで適合とし
たものの一覧

検査結果(適合(注記))
不適合ではないが、改善し
た方が良いと思われる項目
(数ページ)

主な不適合
全体として、典型的な問題
について整理しています。
(数ページ)
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修正資料サンプル
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適合証明書発行

当社は2014年3月にJIS Q 17020（ISO/IEC 17020) 適合性評価−検査を
実施する各種機関の運営に関する要求事項 に基づく適合性評価を実施す
る検査機関として認定されており当社の発行する適合証明証はウェブアク
セシビリティの国内規格であるJIS X 8341-3だけでなく国際規格である
ISO/IEC 40500への適合を証明することができます。
総務省の「みんなの公共サイト運用
ガイドライン」が求めている試験を
適切に実施した証としてご利用いた
だけるだけでなく、JIS規格の適合表
明やJIS Q 17050-1及び-2に規定され
る「自己適合宣言」のための証明書
としてご利用いただけます。
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やさしいブラウザ・クラウド版

閲覧支援ツール
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ディスレクシア対応

やさしいブラウザ概要
⼀般的なブラウザが使いにくい、視⼒が弱い、肢体が不自由、漢字の
読みが不得⼿などの利⽤者に、いつでも快適にホームページを利⽤で
きるブラウザ環境を提供します。

快適に閲覧できる機能の組み合わせや環境には個人差があります。「やさしいブラウザ・クラウド版」は、利⽤
者の求めるさまざまな支援機能をオールインワンで提供。利⽤者は、自分自⾝がもっとも快適に閲覧できる機能
と組み合わせを設定し、いつもご利⽤のブラウザをより快適にお使いいただけるようになります。

背景色切替

文字拡大表示 漢字ふりがな表示

十字式カーサー音声読み上げ

マニュアル

メニュー 小化

詳細個人設定

小化


