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次ページ以降に「事業内容」
、
「事業成果」、「今後の課題など」を簡潔に記載してください。
注意事項
①共済会ホームページに掲載しますので個人情報の掲載は禁止します。
②「事業内容」
、
「事業成果」
、
「今後の課題など」は合計５ページ以内で作成してください。
③写真の掲載は原則禁止しますが、どうしても必要な場合は最小限度に留めてください。
④写真を掲載される場合は必ず撮影対象の方に事前に了承を頂くようお願いします。
⑤必ず Word ファイルのまま shigakyo@cello.ocn.ne.jp へメールにてお送りください。

２、事業内容
駅構内を安全に移動するための情報の事例についてインターネット、視覚障がい者へのヒアリング等
によって調査を行った結果、大阪市、京都市などの都市部の地下鉄では、乗降位置案内が図で示さ
れいることがわかった。乗車駅での乗車位置がわかれば、降車駅での降車位置がわかり、乗り換えに
便利な階段や大きな荷物を持っている場合や車椅子等の場合ではエレベーターの位置を確認するこ
とができる。しかし、これらはいずれも電車の車両数が同じで車両の止まる位置が決まっているため単
純な図で表現が可能である。JR 線のように車両数が異なり駅によって停車位置が異なる場合には、
十分な検討が必要になる。
東京メトロ・都営地下鉄では、駅情報としてデイジー編・路線触図編を作成し、視覚障がい者に無
料配布している。駅情報について視覚障がい者にヒアリングしたところ、視覚障がい者には点字を読め
ない方もおられること、紙情報であるとかなり大きなモノになってしまうことなどから、音声データが好まし
いという意見があった。そこで音声データを編集する方法としてデイジー利用を検討することにした。
次に、駅にどのような問題があるかについて、視覚障がい者同行の上、実態の把握を行った。特に、
駅ホーム上での誘導鈴、点字ブロック、内方線の状況、改札内トイレの誘導の必要性について確認を
した。内方線があったとしても内方線側に壁があったり、点字ブロックを分断する柱があったり、さまざま
な問題がみられる。誘導鈴については、音の大きさや音の種類など駅によって違いがみられる。
また、盲学校教員(視覚障がい者)へのヒアリングの結果、内方線の存在を知らない方がおられ、視
覚障がい者に認知されていないということがわかった。
以上の、事前調査を踏まえ、琵琶湖線各駅（京都駅から米原駅）の必要な情報についての検
討を行い、実態調査を行う。また、JR おでかけネットで得られる駅情報も利用する。
得られた情報をもとに各駅の情報を視覚化する。視覚化データは冊子化および Web 上での公開と
したい。
このデータをもとに視覚障がい者が安全に移動できる経路について検討する。乗車位置は、階段を
降りてすぐの扉とし、降車時の位置から安全に移動できるよう駅ごとに情報をまとめる。車両数及び停
車位置が駅によって異なるためかなり複雑なデータになる。そのためできるだけわかりやすくするにはどの
ようにすべきかについて、視覚障がい者に仮録音をしたデータを視聴してもらい検討する。問題点を修
正した段階で滋賀県視覚障がい者センターに録音の委託を行う。完成後は利用者へ配布できるよう
にする。

３、事業成果
平成 29 年度は、東京メトロ本社で東京メトロ・都営地下鉄の駅情報デイジー編の入手とヒアリン
グを行った。デイジー編と路線触図編の両方を視覚障がい者に無料配布し、駅情報をより分かりやす
く示す努力がなされていることがわかった。
また、平成 28 年度の事前調査の結果を精査するため JR 琵琶湖線各駅（京都駅から長浜駅）
について２回の実態調査を行った。その結果を視覚情報としてまとめる作業を行い、各駅のバリアフリ
ーの状況、電車の停車位置を冊子にまとめた。
各駅には、階段、エレベーター、エスカレーターなど改札につながる複数の移動手段があるため、それ
ぞれの移動手段を使った場合、電車がどこに止まるかがわかるような表示を検討した。
まず、JR 琵琶湖線の駅ホームには、三角印と番号が、床面に表示されていることからこの番号と階
段等との関係を捉えた。また、琵琶湖線には 6 両編成、8 両編成、10 両編成、12 両編成の４つの
編成の電車が運行されているためそれぞれについて停車位置を検討する必要がある。そこで、車両番
号に注目して、どの車両がどこに停車するのかについて捉えた。
図 1 は大津駅の事例である。京都方面行きホームの場合は、1 号車が先頭車両であるが、米原
方面行きの場合は最後尾が 1 号車になる。また、ホームが狭くなっている、柱が点状ブロック近くにある
など危険個所を黄色で示した。

図1

大津駅の事例

また、各駅のトイレ、コインロッカー、内方線、誘導鈴、エレベーターなどの設備の状況について示し
た。（図 2）

図 2 各駅の設備情報
平成 29 年度に作成した冊子については、車いす利用者や移動困難者が、駅構内を利用される
場合に、活用いただけるように、関係団体（滋賀県脊髄損傷者協会、滋賀アイステーションなど）、
個人へ配布を行った。
平成 30 年度は、平成 29 年度にまとめた冊子版の駅情報をもとに、各駅のバリアフリーの状況を文
章化したデータを作成した。車両番号が同じであっても駅によって停車位置の三角印の番号が異なる
ことから乗車位置の指標として三角印の番号は使わず、車両番号を使用することにした。改札から入
って、電車に乗る場合について、階段、エレベーター、エスカレーター、それぞれを使用した時の移動の
仕方を案内した。
音声データの試作を視覚障害者センターに依頼した。それを視覚障がい者 2 名に聞いていただき検
討事項を抽出した。また、視覚障がい者が利用しているレコーダーを購入し、再生のチェックを行った。
・対象者によって、位置を確認するための情報が異なることがわかった。特に、ホーム上で三角印何
番から何番までに電車が停車することをアナウンスしているため乗車位置の三角印の番号を情報と
してほしいという意見があった。
・同じ文章が何度も出てくる場合は整理したほうが良い。
・最近、変更されている箇所がある。
・必要なルートについての音声案内については、各個人の希望で作成すると良い。
・トイレやコインロッカーの情報はありがたい。
などの意見があった。
以上の結果を踏まえ、本製作のための文章の見直しを行った。本製作に入る前に、実際の駅の状
況を再度チェックし、昨年度との変更点や修正点をとらえた。チェックの際に記録の一つとして、写真を
撮影した。本製作にあたり、視覚障害者センターの協力を得て、ＰＣで利用される場合とレコーダーで
利用される場合のどちらにもわかりやすい方法を検討した。当初デイジーを使った音声データを考えてい
たが、デイジー再生ソフトを持っていない方もおられるため、誰でも聞くことができるデータ形式の方が望
ましいという結論に至り、一般的な音声データに変更した。また、前年度からの変更・修正点がかなり
見られたことから、冊子版についても変更を行った。
音声データは駅名と内容がわかるファイル名を付けることにより、必要なデータを取り出しやすくしてい
る。駅番号を京都駅 01，長浜駅 23 とし、ファイルの名の先頭につけている。まず、駅の基本情報とし
て駅改札の設備情報、乗り換え情報を入れている。また、京都方面行ホーム、米原方面行ホームの

情報は別々とし、さらに移動手段ごとにファイルを分けた。ファイルは合計 164 個に分けられており、構
成例は以下のようである。
0300 大津駅
0301 大津駅 北口 米原方面 階段
0302 大津駅 北口 米原方面 エレベーター
0303 大津駅 北口 京都方面 階段
0304 大津駅 北口 京都方面 エレベーター
0305 大津駅 南口 米原砲煙 階段
0306 大津駅 南口 米原方面 エレベーター
0307 大津駅 南口 京都方面 階段
0308 大津駅 南口 京都方面 エレベーター
0400 膳所駅
0401 膳所駅 米原方面 階段
0402 膳所駅 米原方面 エレベーター
0403 膳所駅 京都方面 階段
0404 膳所駅 京都方面 エレベーター
0500 石山駅
0501 石山駅 米原方面 階段
0502 石山駅 米原方面 エスカレーター
0503 石山駅 米原方面 エレベーター
0504 石山駅 京都方面 階段
0505 石山駅 京都方面 エスカレーター
0506 石山駅 京都方面 エレベーター
0600 瀬田駅
0601 瀬田駅 米原方面 階段
0602 瀬田駅 米原方面 エスカレーター
0603 瀬田駅 米原方面 エレベーター
0604 瀬田駅 京都方面 階段
0605 瀬田駅 京都方面 エスカレーター
0606 瀬田駅 京都方面 エレベーター
0700 南草津駅
0701 南草津駅 米原方面 階段
0702 南草津駅 米原方面 エレベーター
0703 南草津駅 米原方面 上りエスカレーターのみ
0704 南草津駅 京都方面 階段
0705 南草津駅 京都方面 エレベーター
0706 南草津駅 京都方面 上りエスカレーターのみ
0800 草津駅
0801 草津駅 米原方面 階段
0802 草津駅 米原方面 エスカレーター
0803 草津駅 京都方面 エレベーター
0804 草津駅 京都方面 3 番ホーム 階段
0805 草津駅 京都方面 3 番ホーム エスカレーター
0806 草津駅 京都方面 3 番ホーム エレベーター
0807 草津駅 京都方面 4 番ホーム 階段
0808 草津駅 京都方面 4 番ホーム エスカレーター
0809 草津駅 京都方面 4 番ホーム エレベーター

４、今後の課題など
駅の状況は、毎年変更されているためデータの更新について今後どのようにしていく
かが課題である。また、今回は 2 名の対象者の意見を聞き取り、データ作成を行った
が、対象者によってニーズが異なるため、どのような表現が望ましいかについては、今
後さらに検討が必要であろう。
本研究は JR 琵琶湖線のみについての検討を行ったが、移動困難者が安心・安全に駅
を利用できる仕組みについてさらに検討する必要がある。
製作にあたり、ご助言、ご協力いただいた皆様に、感謝申し上げる。

