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本書の位置づけ 

 

 福岡市が管理運営するホームページの作成にあたっては、提供する情報やサービスを高齢者や障が

い者を含めた誰もが支障なく利用できるよう、ウェブアクセシビリティに十分配慮する必要がある。 

 なお、福岡市が管理運営するホームページとは、福岡市が作成するすべてのホームページのことで

あり、ウェブアクセシビリティへの対応が求められている対象は、いわゆる公式ホームページだけで

なく、業者に委託するなどにより各部署で独自に作成・管理運営するホームページも含む。 

「福岡市が管理運営するホームページにかかるアクセシビリティ対応基準書」（以下、本書）は、「福

岡市ホームページアクセシビリティガイドライン」が掲げる項目のうち、ウェブアクセシビリティに

特化した技術的解説書として、JIS X 8341-3:2016適合レベル AA準拠を実現するために、ホームペー

ジを業者に委託し作成・管理運営する場合に活用するものである。 

 

●根拠となる JIS 規格『JIS X 8341-3:2016』と関連法規について 

JIS X 8341-3 は、情報アクセシビリティの日本産業規格（JIS）である「高齢者・障害者等配慮

設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス」の個別規格として 2004 年に初め

て公示されたもので、ホームページ等を高齢者や障がい者を含む誰もが利用できるものとするため

の基準が定められている。その後、2度の改正を経て、2016 年 3月に JIS X 8341-3:2016として改

正されたものが現在の最新版である。JIS X 8341-3:2016 は、ウェブアクセシビリティの国際的な

ガイドライン『Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0』が ISO/IEC の国際規格とし

て承認されたことを受けて、その規格に一致するように文書構成や用語が変更されたもので、国、

地方公共団体等公的機関のホームページは JIS X 8341-3：2016に対応することが求められている。 
 
また、総務省は、国及び地方公共団体等の公的機関が JIS X 8341-3：2016 に基づきウェブアク

セシビリティへの対応を進めるための実施項目や手順、重視すべき考え方等をまとめた「みんなの

公共サイト運用ガイドライン」を 2016 年 3 月に改正・公表している。福岡市ホームページはこの

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に従いウェブアクセシビリティを確保している。 
 
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（通称：障害者差別解消法）が 2016年 4月

に施行され、市としても「福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人もとも

に生きるまちづくり条例」（通称：福岡市障がい者差別解消条例）を 2019年 1月に施行した。 

こうしたことを踏まえ、ホームページを作成・運営管理する上で、障がいを理由とする情報の伝

わりにくさ等が生じないよう、さらなるウェブアクセシビリティの向上に努める。 

 

なお、JIS X 8341-3:2016 は、ウェブサイト、ウェブアプリケーション、ウェブシステムなどの

コンテンツ、CD-ROM などの記録媒体を介して配布される電子文書等、支援技術を含むユーザエージ

ェントを用いて利用されるコンテンツ全般に適用されるものである。 

 

 

●達成方法について 

 JIS X 8341-3:2016 を理解するために必要な解説や技術情報、JIS X 8341-3:2016 に基づいた取組

を実践する際に推奨されるルール等を、JIS X 8341-3:2016 の原案作成を担当した情報通信アクセス
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協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会が作成し公開しており、本書はウェブアクセシビリティ基

盤委員会が翻訳・公開している WCAG 2.0 関連翻訳文書（「WCAG2.0解説書」「WCAG2.0達成方法集」等）

に基づき、採用すべき達成方法を示している。福岡市ホームページの構築は、本書が示す達成方法に

より実施する。 

 

なお、「WCAG2.0 解説書」には、JIS X 8341-3:2016の各達成基準を実現するための達成方法につい

て本書で採用した以外の方法も説明されている。本書が示す達成方法では対応できないコンテンツが

ある場合には、「WCAG2.0解説書」に示された方法から達成方法を追加することができる。達成基準を

満たすための方法が他にあるならばその方法を採用することも可能であるが、受注者は基本要件に示

す環境において問題のないことを十分に確認の上採用すること。 

 

2018 年 6 月には WCAG 2.1 が勧告されている。市として取り組む JIS X 8341-3:2016 は WCAG 2.0

と同一の内容であり、WCAG 2.1で新たに追加された基準は含まれていないが、追加された基準に対応

しアクセシビリティを高めることについては妨げない。 

 

 

●参照すべき規格及び文書 

JIS X 8341-3:2016（日本産業標準調査会「JIS 検索」で JIS 規格番号「X8341-3」を検索するこ

とで閲覧できます）  （http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html） 
WCAG2.0 解説書     

（https://waic.jp/docs/UNDERSTANDING-WCAG20/Overview.html） 
WCAG2.0 達成方法集        （https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/Overview.html） 
みんなの公共サイト運用ガイドライン（総務省 2016 年版）

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html） 
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（内閣府）

（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html） 
福岡市障がい者差別解消条例について（福岡市） 
（https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/syougaisyashien/health/sabekai_2.html） 
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１．基本要件 

1.1 構築に用いる技術 

 

ホームページは各種ブラウザや OS、音声読み上げソフト等の支援技術が連携することによって

提供される。利用環境が多様化する中で、どのような環境においても利用できるようにするた

めには、標準の規格やガイドラインに従って制作する必要がある。HTML や CSS などは W3C
が発表している標準に従う、特定の企業が提供している技術（画像や PDF など）についてはこ

れらの提供者が発表している仕様やルールを守るなど、標準規格に従って制作することが、誰

もが利用できるホームページを制作するための基本となる。 
 
 使用するウェブコンテンツ技術にバリデーターがある場合は、これらを活用し、技術や条件が

許す限りにおいてエラーを修正して、問題がないことを確認する。また、可能な限り音声読み

上げソフトなどの支援技術を用いて検証を行い、問題ないことを確認すること。 
 
最新の JIS 基準（現行は JIS X 8341-3:2016）適合レベル AA 準拠が実現できる制作技術で構築

する。 
具体的にはこの資料で規定されているアクセシビリティ項目を全て実現でき、対応範囲と定めた

ブラウザや音声読み上げソフト、キーボード操作などの動作を妨げることがないことを前提と

する。 
 
HTML については、納品前に以下のサービスを利用し、問題がないというメッセージが表示さ

れることを確認する。（エラーが発生する場合には、技術や条件が許す限りにおいて修正する。） 
W3C Markup Validation Service（http://validator.w3.org/） 

 

CSS については、納品前に以下のサービスを利用し、問題がないというメッセージが表示される

ことを確認する。（エラーが発生する場合には、技術や条件が許す限りにおいて修正する。） 
W3C CSS Validation Service（http://jigsaw.w3.org/css-validator/） 

  



 6 

1.2 対応ブラウザ 

 

主な OS 標準のブラウザと特に市場シェアの高いブラウザについては概ね同じ表示・動作がなさ

れるように作成すること。利用者が増加しているスマートフォンやタブレットについては、

Android と iOS・iPadOS それぞれの実機での確認も行うこととする。 
古いバージョンのブラウザでも、サポート中のものについては、可能な限り問題なく表示・動作

させるようにすること。 
＜対応ブラウザの例＞ 
■Windows 

 Google Chrome最新版 

 Microsoft Edge最新版 

 Firefox 最新版 

 Opera最新版 

■Mac 

 Safari 最新版 

 Opera最新版 

 Firefox 最新版 

 Google Chrome最新版 

■Android 

 Android ブラウザ最新版 

 Chrome 最新版 

■iOS・iPadOS 

 Safari 最新版 

少なくとも以下のいずれかの最新版音声読み上げソフトで、内容に過不足無く、読み上げの順序

と意味の順序に整合性が取れていることを確認する。 
 PC-Talker 

 NVDA 

 VoiceOver 

 ナレーター 

 TalkBack 
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２．ウェブアクセシビリティ対応基準 

達成基準 1.1.1 非テキストコンテンツ 

【レベル：A】 

 

画像などの非テキストコンテンツを用いる際は、ブラウザや支援技術等が、その非テキストコン

テンツが伝えている情報を解釈できるように、テキストによる代替を必要に応じて提供する。 
 

●画像 

画像を提供する場合の原則 

全ての画像には必ず alt 属性を指定する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H37: img 要素の alt 属性を用いる（HTML） 

 

 

短い説明で代替が可能な画像の場合 

利用者にとって情報として意味を持った画像は、その画像と同じ目的及び情報を伝えるテキスト

を alt 属性として指定する。 
例）ロゴ、テキストが含まれる画像など 

コンテンツを理解する上で重要なテキストが含まれている画像には、そのテキストを含め

て alt属性を指定 

 

例）リンクが設定された画像、解説のためのイラストなど 

画像自体の視覚的な特徴を説明するのではなく、画像と同じ意味を伝える alt属性を指定 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、

簡潔なテキストによる代替を提供する  

複雑な説明が必要な画像の場合 

複雑な説明が必要な画像の場合は、簡潔な名称や説明のみを alt 属性で指定し、完全な説明は、

ページ本文内にテキストで配置する。 
例） 

グラフ画像、地図画像、長い文章や表を画像化したもの、フローやチャートを表した画像

など 

 

【WCAG2.0達成方法】 
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G95: 非テキストコンテンツの簡単な説明を提供する、簡潔なテキストによる代替を提供

する 

G74: 短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにある

テキストで長い説明を提供する 

 

 

情報として意味のない画像の場合 

情報として意味のない画像は、「alt=""」と指定し（ダブルコーテーションの中に何も書かない）、

title 属性を使用しない。あるいは CSS から画像を読み込み表示する。 
例） 

ページデザインの一部である画像や、雰囲気を表現しただけで特にテキスト化して伝える

意味がない（アイコンや装飾用のイラスト）画像など 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H67: 支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 

属性を付与しない（HTML） 

C9: 装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する（CSS） 

 

＜よくある失敗例＞ 

F38: 達成基準 1.1.1 の失敗例 － 支援技術が装飾的な画像を無視できる方法で、HTML で

その画像をマークアップしていない。 

 

リンク画像 

リンク画像の alt 属性には、利用者がリンク先のページの内容を想像できる言葉を指定する。具

体的には以下の点に注意する。 
 リンク先ページのページタイトル(title 要素)や大見出し（h1 要素）の内容など、リン

ク先ページの内容を代表するような言葉を用いる。 

 画像だけにリンクが設定されている場合、alt=""とはしない。 

 

同じページへ移動するリンク画像とリンクテキストを隣り合わせて掲載する場合は、以下のとお

りとする。 
 リンクテキストには、利用者がリンク先のページの内容を想像できるような言葉を用い

る。 

 両者を a要素で括り一つのリンクとする。 

 リンク画像が示す情報と隣接するリンクテキストが重複する場合、リンク画像の alt 属性

は alt=""と指定する。（ダブルコーテーションの中に何も書かない。） 

 HTML ではないファイルへのリンク、別ドメインサイトにリンクする場合のリンク画像の

alt属性の指定方法については、達成基準 2.4.4「リンクの目的（コンテキスト内）」参

照。 
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【WCAG2.0達成方法】 

H2: 同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する（HTML） 

H37: img 要素の alt 属性を用いる（HTML） 

H30: a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する（HTML） 

 

 

送信／実行ボタンの画像 

type 属性が"image"である input 要素において、input 要素の alt 属性でボタンの機能を説明

する。 
例） 

<input type="image" name="submit" src="****.gif" alt="送信／実行" /> 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H36: 送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する（HTML） 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS を用いた画像表示 

CSS を用いて画像を表示させる場合、画像は重要な情報を伝えていないか、または画像が表示さ

れない場合も利用者に情報が伝わるようになっている。 
 

＜よくある失敗例＞ 

F3: 達成基準 1.1.1 の失敗例 － 重要な情報を伝える画像を付加するために、CSS を使

用している 

 

 

イメージマップ 

area 要素を使ってイメージマップを用意する場合は、マップの画像に alt 属性を指定するととも

に、各 area 要素に対して利用者がリンク先ページの内容を想像できるような言葉を指定する。 

【WCAG2.0達成方法】 

H24: イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する（HTML） 

svg（Scalable Vector Graphic）を使用する場合 

svgは、W3Cの最新仕様を確認の上利用し、音声読み上げソフト等の支援技術を利用しての
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閲覧にも対応できるようにする。 

 

※img 要素で svg を使用し音声読み上げソフトで認識されない場合は、role=”img”を記

述すると改善することがある。 

 

●入力フォーム 

入力フォームは、入力欄（選択欄）とその名称（ラベル）を、label 要素を用いて指定する。 
input type="checkbox"または input type="radio"の場合は label となるテキストは input の後に

配置する。 
キーワード検索機能の入力欄など、名称（ラベル）を表記することが視覚的なデザイン上適当で

ないと考えられる場合や名称（ラベル）を表示することで混乱を引き起こしてしまう場合は、title
属性を用いて名称（ラベル）を指定する。 
送信あるいは実行等のボタン画像に alt 属性を指定し、適切な内容を記載する。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H44: テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用す

る（HTML） 

H65: label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 

属性を使用する（HTML） 

H36: 送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する（HTML） 

 

●ASCII アート、顔文字、及びリート語 

ASCII アート、顔文字、及びリート語は、音声読み上げソフト利用者に意味が伝わらない可能

性があるため、テキストにより代替を提供するか、使用しない。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H86: ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する（HTML） 
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達成基準 1.2.1音声のみ及び映像のみ（収録済） 

【レベル：A】 

 

収録済の音声しか含まないコンテンツ及び収録済の映像しか含まないコンテンツが伝えている情報

をテキストでも提供することにより、すべての利用者が情報を入手できるようにする。 

 

●収録済みの音声しか含まないコンテンツ 

音声で提供されている内容について同一ページ内にテキストを記述するか、テキスト化したペー

ジを併せて用意し、ページへのリンクを記述する。 
外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G158: 音声のみの時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する 

 

 

●収録済みの映像しか含まないコンテンツ 

映像で提供されている内容について同一ページ内にテキストを記述するか、テキスト化したペー

ジを併せて用意し、ページへのリンクを記述する。 
もしくは、映像に含まれている情報を説明する音声（MP３など、インターネット上で一般的に

使われているフォーマットのもの）を提供する。 
外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G159: 映像のみの時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する 

G166: 重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する 
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達成基準 1.2.2キャプション（収録済） 

【レベル：A】 

 

映像内の音声で提供されている内容について、キャプション（発話に限らず重要な音など、コン

テンツを理解するために必要な情報を含む字幕）を提供し、利用者が音声を聞くことができな

くても、動画のコンテンツを理解できるようにする。 
外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G93: オープン (常に見える) キャプションを提供する 

G87: クローズドキャプションを提供する 
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達成基準 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替（収録済） 

【レベル：A】 

 

映像で提供されている内容について、映像を見ることが困難な利用者にも情報が伝わるように、

以下のいずれかの対応を行う。 
 同一ページ内にテキストを記述するか、テキスト化したページを併せて用意し、ページ

へのリンクを記述する。 

 コンテンツを理解するにあたって重要な行動、登場人物、場面の変化、及びスクリーン

上のテキスト（キャプション以外の文字）などの情報を、音声ガイドで提供する。 

 object 要素を用いる場合は、object要素のボディに代替テキストを記述する。 

外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G69: 時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する 

G58: 非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する 

G78: 音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する 

H53: object 要素のボディを使用する（HTML） 
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達成基準 1.2.4キャプション（ライブ） 

【レベル：AA】 

 

ライブ（生放送、生中継）映像内の音声で提供されている内容について、キャプション（発話以

外の重要な音声情報を含む字幕）を提供し、利用者が音声を聞くことができなくても、理解で

きるようにする。 
外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G9: ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する 

G93: オープン (常に見える) キャプションを提供する 

G87: クローズドキャプションを提供する 
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達成基準 1.2.5 音声解説（収録済） 

【レベル：AA】 

 

映像で提供されている内容について、動き、登場人物、シーンの変化、画面上の文字に関する情

報のうち、コンテンツを理解する上で重要で、かつ主音声では説明又は話されていない情報を、

音声解説で提供し、利用者が視覚的な情報を得られない場合でも、理解できるようにする。（重

要な時間依存の映像ではない場合は、静的なテキストの代替でもよい。） 
外部の配信サービスを活用して提供する場合も同等の対応を行なう。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G78: 音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する 

G203: 話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する 
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達成基準 1.3.1 情報及び関係性 

【レベル：A】 

 

提供するスタイルシートを読み込まない状態にされた場合や音声読み上げソフトで読み上げられる

場合など、利用環境によりその提示形式が変わった場合にも情報が正しく伝わるように、視覚的又は

聴覚的な体裁によって暗に伝えられている情報及び関係性を、その提示形式が変わったときにも保つ

ようにする。 

 

●共通する原則 

音声読み上げソフトなどの支援技術、ブラウザ等がその役割を認識し情報の構造が適切に伝わる

ように、見出しや箇条書き等の文書の構造は HTML で指定し、配置や見映えは原則としてスタ

イルシートで指定する。 
廃止された要素、属性は使用しない。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G140: 異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する 

G115: 構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する 

G117: テキストの提示のバリエーションによって伝えている情報を伝達するために、テキ

ストを使用する 

 

 

●ページ内の見出し 

文書内の見出しは、見た目だけを見出し風にするのではなく、見出しに相当するテキスト及び画

像に見出し要素（h1～h6）を h1 から順番に指定する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H42: 見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する（HTML） 

 

 

●ページ内の箇条書き 

文書内の箇条書きは、見た目だけを箇条書き風にするのではなく、HTML の箇条書きの要素（ul、
ol、dl）を指定する。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H48: リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる（HTML） 
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●表 

表を作成する場合は、できる限りセルの結合は行わずシンプルな表にする。具体例として以下の

ような対応を行う。 
 見出しセルが結合されている場合には以下のようにする。 

（１）対応するデータセルを適宜まとめて見出しセルの結合をなくす 

（２）そこで表を分割し、各表の caption要素には見出しセルの内容を記述する 

 データセルが結合されている場合には、セルの結合を解除し、各セルには同じ内容を記

述する。 

 表の読み上げ順序に十分配慮し、行と列の入れ替えなどが必要な場合は適宜行う。 

 表のセルの中に、新たな別の表を作らない。 

 caption 要素で表題を指定する。（表の直前に見出しがあり、見出しの内容が表題を表し

ているような場合は指定しなくても良い。） 

 表内の見出しに相当するセルには th要素を指定する。 

 単純な表で、見出しが行方向に対する見出しか、列方向に対する見出しかあいまいな場

合は、表内の見出しに scope属性を用い、見出しとデータを関連付ける。（1行目や 1列

目に見出しがある単純なテーブルの場合は、th 要素が指定してあれば scope 属性による

指定はなくても良い。） 

 2つ以上の行見出し及び（または）列見出しのある複雑な表は、id 属性及び headers 属

性を用いて、データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付ける。 

 レイアウトに table 要素を用いる場合は、caption 要素、summary 属性、th 要素などデ

ータ表の構造を表す要素・属性を使用しない。border 属性、cellpadding 属性および

cellspacing 属性は 0 にする。（WCAG 2.0 はレイアウトレテーブルの使用を禁止して

いないが、CSS ベースのレイアウトを推奨している。） 

 

 

 

 

 

 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H51: 表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する（HTML） 

H39: データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要

素を使用する（HTML） 

H63: データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用

する（HTML） 

H43: データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び 

headers 属性を使用する（HTML） 

http://www.ciaj.or.jp/access/web/docs/WCAG-TECHS/H43.html
http://www.ciaj.or.jp/access/web/docs/WCAG-TECHS/H43.html
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＜よくある失敗例＞ 

F46: 達成基準 1.3.1 の失敗例 － レイアウトテーブルで、th 要素、caption 要素、又

は空ではない summary 属性を使用している 

 

●フォーム 

フォームのラベルと対応するコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）を label 要
素を用いて関連付けを行う。 

input type="checkbox"または input type="radio"の場合、ラベルとなるテキストは input の後に

配置する。 
例） 
<p> 

<input type="radio" name="age" value="over" id="18andover"> 

<label for="18andover">18歳以上</label> 

<input type="radio" name="age" value="un" id="under18"> 

<label for="under18">18歳未満</label> 

または、 

<label><input type="radio" name="age" value="over">18歳以上</label> 

<label><input type="radio" name="age" value="un">18歳未満</label> 

 

キーワード検索のテキストボックスのように、ラベルとなりうるテキストを画面に表示する必要

が無い場合や、ラベルを表示することで混乱を引き起こしてしまう場合は、title 属性を用いて

コントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）の名称あるいは役割を示す。 
複数のコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）で構成されるフォームは、fieldset 
要素によってグループ化し、 legend 要素を用いて、グループのラベルや説明を提供する。 
セレクトメニューに含まれる選択肢について、関連する選択肢としてグループ化すべきものがあ

る場合、optgroup 要素を用いて、select 要素内の option 要素をグループ化する。 
 
例） 
<fieldset> 
<legend>興味のある項目（当てはまるものはすべてチェック）</legend> 
<input type="checkbox" id="photo" name="interests" value="ph"> 
<label for="photo">写真</label><br> 
<input type="checkbox" id="watercol" name="interests" checked="checked" value="wa"> 
<label for="watercol">水彩画</label><br> 
<input type="checkbox" id="acrylic" name="interests" checked="checked" value="ac"> 
<label for="acrylic">アクリル画</label> 
</fieldset> 

 

【WCAG2.0達成方法】 
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H44: テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用す

る（HTML） 

H65: label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 

属性を使用する（HTML） 

H71: fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関

する説明を提供する（HTML） 

H85: select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する

（HTML） 

 

 

●情報の強調を表現する場合 

スタイルシートを用いて赤色の太字にするなど視覚的に強調を表現する。 
視覚的に強調を表現することに併せて、em 要素あるいは strong 要素等を用いて強調部分を指定

する。 
例） <p>この申込みの締め切りは、<strong>11月 14日</ strong >です。</p> 

 

多くの音声読み上げソフトでは em要素あるいは strong要素等も通常の文章と同じように読み上げら

れるため、それぞれの要素の違いが分からないとコンテンツを理解できない場合などは、その違いが

分かるように示す必要があることに注意する。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G138: 色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する 

H49: 強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアッ

プを使用する（HTML） 
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達成基準 1.3.2 意味のある順序 

【レベル：A】 

 

提示されているコンテンツの順序が意味を持つ場合、利用環境によりその提示形式が変わった場合で

も、情報が適切に理解されるように、正しい順序を支援技術等が解釈出来るようにする。 

 

●レイアウト 

情報の意味の順序と、スタイルシートを読み込まない状態での表示順序あるいは音声読み上げソ

フトでの読み上げ順序を一致させる。 
視覚的な構成順序と HTML の構成順序を一致させる。 

 

●表 

音声読み上げソフトで読み上げた場合に、情報を適切に理解できるように表を構成する。（セル

の結合は行わない、表を分割して簡潔なものにする、行列を入れ替える、表以外の表現に変更

する、など。） 
 

●文字間の調整等 

レイアウト目的で、単語内にスペースを入れたり、改行（br 要素）を指定しない。 
悪い例） 「場 所」「日 時」「合 計」「資 料」など 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G57: コンテンツを意味のある順序で並べる 

C6: 構造を示すマークアップに基づいてコンテンツを配置する 

C27: DOM の順序を表示順序と一致させる 

C8: 単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する（CSS） 

 

＜よくある失敗例＞ 

F1: 達成基準 1.3.2 の失敗例 － CSS で情報を配置することにより、コンテンツの意味

を変えている 

F32: 達成基準 1.3.2 の失敗例 － 単語内の間隔を制御するために、空白文字を使用して

いる 
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達成基準 1.3.3 感覚的な特徴 

【レベル：A】 

 

形や大きさ、視覚的な位置、方向や音のような、感覚的な情報を得ることができない場合でも、利用

者がコンテンツを利用可能にする。 

 

●情報の内容や対応関係を形で区別する場合 

テキストで情報内容や対応関係を補足するなど、形の識別がつかない場合でも、対応関係が理解

できるようにする。 
 ○×△などの記号は音声読み上げソフトで読み上げられない場合もあるため、テキスト

で表現する方が望ましい。どうしても記号で意味を表したい場合は、「○（予約可）」

のようにテキストで補足するなど、記号が認識できない場合でも伝わるようにする。 

 画像の形で機能の違いを表す場合、画像の示す意味を alt属性で指定する。 

 

●情報の内容や対応関係を位置で区別する場合 

位置の識別がつかない場合があるため、基本的に位置を指定した表現は使用しないようにする。

どうしても使用しなければならない場合は、テキストで情報内容や対応関係を補足するなど、

対応関係が理解できるようにする。 
 「右上の画像は・・・」というように、位置で説明を行う場合、「右上の・・・という

画像は・・・・」などと位置だけでなく画像の alt やキャプションなどから特定できる

よう補足する。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G96: 理解させる必要のあるアイテムを感覚的にだけ伝えるのではなく、テキストによる

識別情報もあわせて提供する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F14: 達成基準 1.3.3 の失敗例 － 形状又は位置のみでコンテンツを特定している 

F26: 達成基準 1.3.3 の失敗例 － 情報を伝えるために、グラフィカルなシンボルのみを

使用している 
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達成基準 1.4.1 色の使用 

【レベル：A】 

 

色の判別が難しい利用者にも情報が正しく伝わるように、色のみに依存した情報提供はしない。色が

提供する情報と同等の情報伝達を確保する。 

 

●情報の対応関係を色で区別する場合 

テキストで対応関係を補足するなど、色を識別できない場合でも、対応関係が理解できるように

する。 
 

●リンクの下線 

リンクの下線を消す設定は行わない。どうしても下線の表現を避けたい場合はアイコン等を使用

してリンクであることが文字色以外でも認識可能な状態にする。 
 

●画像に色を使用するとき 

画像の中で情報を伝えるために色の違いを用いている場合は、色だけでなくパターンを併用する

などして、色に依存することなく同じ情報が伝わるようにする。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G14: 色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする 

G182: 文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な

手がかりを確保する 

G205: 色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含

める 

G111: 色とパターンを併用する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F73: 達成基準 1.4.1 の失敗例 － 色覚なしで視覚的にはっきりと分からないリンクを

作成する 

 



 23 

達成基準 1.4.2 音声の制御 

【レベル：A】 

 

音声読み上げソフトによる読み上げを妨げることのないように、利用者の要求によってのみ音声

を再生する方法を提供し、自動的に音を再生することはしない。（操作案内、BGM も含む。） 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G171: 利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する 
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達成基準 1.4.3 コントラスト（最低限） 

【レベル：AA】 

 

テキストとその背景との間に十分なコントラスト比を提供することにより、色の判別が難しい方やそ

のような環境においても、テキストをより読みやすくする。 

 

●太字でないテキストが 18 ポイント（日本語は 22 ポイント）未満、太字のテキストが

14ポイント（日本語は 18 ポイント）未満の場合 

テキスト（及び画像化された文字）の文字色と背景色は、4.5：1 以上のコントラスト比を確保す

る。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G18: テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比

を確保する 

 
●太字でないテキストが少なくとも 18 ポイント（日本語は 22 ポイント）以上、太字の

テキストが少なくとも 14 ポイント（日本語は 18ポイント）以上の場合 

テキスト（及び画像化された文字）の文字色と背景色は、3：1 以上のコントラスト比を確保す

る。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G145: テキスト（及び文字画像）とその背景の間に、少なくとも 3:1以上のコントラスト

比をもたせる  

 
色の組み合わせは、色覚特性のある利用者も想定した上で、見やすい組み合わせとする。 
テキストを含む画像を作成する際は、カラー・コントラスト・アナライザー

（http://weba11y.jp/tools/cca/）等を使用し、コントラスト比が確保されていることを確認する。 
他のサイトの制作元などから提供されるバナー画像などについても、可能な限り対応する。（ロ

ゴやブランド名の一部である文字については例外とされている。） 
文字の画像化については「1.4.5 文字画像」についても参照すること。 
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達成基準 1.4.4 テキストのサイズ変更 

【レベル：AA】 

 

各ページのテキストサイズは、画面拡大ソフトなどの支援技術を使用しなくても、ブラウザの機

能などを用いて利用者が自由に変更できるようにするために以下のいずれかを用いて相対的に

指定する。（font-size は相対指定でなければならないが、スペース等の調整の箇所については絶

対指定でも問題ない。） 
 em 

 % 

 xx-small、x-small、small、medium、large、x-large、xx-large 

 smaller、larger 

 

例） h1 { font-size: 2em; } 

 

以下の単位は使用しない。 
 pt 

 px 

 

【WCAG2.0達成方法】 

C12: フォントサイズにパーセントを使用する（CSS） 

C13: 名前付きフォントサイズを使用する（CSS） 

C14: フォントサイズに em 単位を使用する（CSS） 

 

利用者がブラウザの機能を用いて拡大した場合でも、文字の内容が読み取れなかったり、リンク

の操作ができなかったりということが起きないようにする。（拡大の最大値には制限を設けない

ことが望ましいが、技術的に難しい場合には上限 200％を基準として対応する。） 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G146: リキッドレイアウトを使用する 

SCR34: テキストサイズに応じて拡大縮小するように、サイズ及びポジションを定める

（Scripting） 

G142: ズーム機能をサポートする一般に入手可能なユーザエージェントのあるウェブコ

ンテンツ技術を使用する 

G178: 利用者がウェブページ上のすべてのテキストを 200％まで徐々に変更できるコン

トロールをウェブページ上で提供する 

 

ウェブページの機能として文字サイズを変更するボタン等を設置する場合は、段階的に拡大でき、

200％拡大してもレイアウトが崩れたりコンテンツが利用できなくなったりすることがないようにす

ること。 
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達成基準 1.4.5 文字画像 

【レベル：AA】 

 

視覚的なデザインに関し、意図する表現がスタイルシートによって実現可能な場合は、テキスト

を画像化せずスタイルシートによって実現する。この際スタイルシートをオフにした場合も情

報が伝わるか確認する。 
文字画像に比べてテキストは、利用者が利用者定義の CSS を用いて見やすい文字色やサイズに

変更することもでき、コピーアンドペーストや自動翻訳機能にも対応できるため、使用しない

ことが望ましい。 
 
やむを得ず文字画像を使用する場合は、1.1.1 非テキストコンテンツ●画像 や 1.4.3 コントラ

スト（最低限）を参照すること。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

C22: テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する（CSS） 

G140: 異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する 
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達成基準 2.1.1 キーボード 

【レベル：A】 

 

マウスを使用しない、使用できない利用者でも操作可能となるように、ホームページ内における

メニューやリンクの選択、情報の入力が、マウスを使わず、キーボード操作だけで利用可能で

あるように設計する。 
 キーボードによる操作でリンクを移動する順序と、文書の意味の順序の間に違いが生じ

ないようにする。 

 入力フォームにおいて、キーボードによる操作で入力項目を移動する順序と、入力項目

の意味の順序の間に違いが生じないようにする。 

 JavaScript の dblclick、mousemove など、マウス固有の機能のみで、同等の機能をキー

ボードから実行できないものは使用しない。 

 

メニューの選択、情報の入力が、マウス操作によらず、キーボードのみを使用して行えることを

確認する。 
確認の際は、フォーカスの移動順序がページ内の情報の意味のつながりの順序と異なっていない

ことを確認する。 
キーボード操作の例） 

 Tabキーによりフォーカスを移動する 

 Enterキーで選択・実行する 

 上下左右の矢印キーでページをスクロールする など 

 

上記の作業で、選択候補の移動順序が、ページ内の情報の意味のつながりの順序と異なっていな

いことを確認する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G202: すべての機能に対してキーボード制御を確保する 

G90: キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する 

H91: HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する（HTML） 

SCR2: キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する（Scripting） 

SCR20: キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する（Scripting） 
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達成基準 2.1.2 キーボードトラップなし 

【レベル：A】 

 

キーボードだけで操作する利用者が利用できなくなることがないように、ページ内の一部のコン

テンツ内から、キーボードのフォーカスが抜け出せないということが起きないようにする。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G21: 利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する 
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達成基準 2.2.1 タイミング調整可能 

【レベル：A】 

 

情報を読んだり、理解したり、入力や操作をするのにかかる時間は利用者によってさまざまであ

る。利用者の入力や操作に時間制限を設けない。可能な限り十分な時間を保証すること。 
動きのあるコンテンツ（動画や音声、スライドショーなど）については一時停止および再開がで

きるようにする。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G133: 複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間

を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する 

G198: 利用者が制限時間を解除するための手段を提供する 

G4: コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする 

 

＜よくある失敗例＞ 
F40: 達成基準 2.2.1 及び 達成基準 2.2.4 の失敗例 － 制限時間付きの meta 要素リダイレ

クトを使用している 
F41: 達成基準 2.2.1、達成基準 2.2.4、及び 達成基準 3.2.5 の失敗例 － ページを再読み込み

するために、meta 要素リフレッシュを使用している 
F58: 達成基準 2.2.1 の失敗例 － タイムアウト後にページを自動的にリダイレクトするために、

サーバサイドの手法を使用している 
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達成基準 2.2.2 一時停止、停止、非表示 

【レベル：A】 

 

動き・点滅・スクロールする、または自動更新するコンテンツは、利用者によっては動きのあるコン

テンツに注意を奪われることで、ウェブページ全体を利用できなくなることがある。また、動きのあ

るオブジェクトを追うのが困難な利用者だけでなく、動かないテキストをすばやく読み取ることが困

難な利用者にも障壁となり、音声読み上げにも問題が発生する可能性があるため、以下のとおりとす

る。 

 

●移動する画像・テキスト 

表示されているテキストを移動させない。 
テキストを含む画像を移動させない。 

 

●変化する画像・テキスト 

内容が変化する画像（アニメーション GIF など）を作成する場合には、以下の基準に従う。 
 5秒以内に表示の変化を停止させる、あるいは停止する仕組みを提供する。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G4: コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする  

G11: 5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する 

G187: ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ

技術を使用する 

G152: (5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設

定する 

SCR22: 点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する（Scripting） 

G186: 動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止

させるコントロールを使用する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F16: 達成基準 2.2.2 の失敗例 － コンテンツを一時停止及び再開するメカニズムなしで、

動きが操作に不可欠ではないところにスクロールするコンテンツを含んでいる 

F47: 達成基準 2.2.2 の失敗例 － blink 要素を使用している 
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達成基準 2.3.1 3 回の閃光、又は閾値以下 

【レベル：A】 

 

点滅や閃光は、利用者に光感受性による発作（光源性てんかん）を引き起こす可能性がある。 
コンテンツのサイズの大きさに関係なく、1 秒間に 3 回を超えて点滅する表現は行わない。 
画面全体または画面の一部を占めるような、縞模様、渦巻き、同心円など、光感受性発作（光源

性てんかん）を誘発するおそれのある規則的なパターン模様は使用しない。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G19: どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネント

がないことを確認する 
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達成基準 2.4.1 ブロックスキップ 

【レベル：A】 

 

複数のウェブページ上で繰り返されているコンテンツのブロックをスキップする機能を提供す

る。 
ページの内容は見出しやリスト要素等を適切に使用して構造化し、音声読み上げソフトやブラウ

ザの機能を用いて、見出しやランドマーク等にジャンプできるようにする。 
iframe を使用する場合は利用者がそのフレームの目的を知ることが出来るように title 属性を付

与する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G1: メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する 

G123: 繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを

追加する 

G124: ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する 

H69: コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する（HTML） 

SCR28: コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニ

ューを使用する（Scripting） 

C6: 構造を示すマークアップに基づいてコンテンツを配置する（CSS） 

H64: frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する（HTML）（※frame要素は使用

しないこと） 

ARIA11: ページのリージョンを特定するために ARIA ランドマークを使用する（ARIA） 
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達成基準 2.4.2 ページタイトル 

【レベル：A】 

 

利用者が情報を見つけやすく、また利用者が現在見ているページがどのようなページなのかを確

認しやすくするため、各ページに必ず title 要素を指定し、その主題や目的、内容を示すページ

タイトルをつける。 
title 要素の内容は、全ページ共通で以下の構成とする。ページ毎に異なるタイトルを記載した後

に半角スペースや記号（｜など）を挟み、サイトタイトルを記載する。 
例） <title>ページタイトル｜サイトタイトル</title> 

 

上記の「ページタイトル」の部分には、以下の配慮のある名称を指定する。 
 利用者がページの内容を想像できる（サイトマップや検索結果一覧にある場合など、前

後の文脈がなくても意味がわかるようになっている）。 

 利用者が他のページと閲覧中のページを識別できる。 

 

上記の「サイトタイトル」の部分には、以下の配慮のある名称を指定する。 
 原則として「福岡市」という表現を使用する。 

 利用者がサイト全体の内容を想像できる。 

 

複数のページで同じ内容のページタイトルを指定しない。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G88: ウェブページに説明的なタイトルを提供する 

H25: title 要素を用いて、ページタイトルを提供する（HTML） 

G127: あるウェブページと、より大きな一連のウェブページとの関係性を特定する 

 

 

※なお、JISの達成基準に直接は関係しないが、meta要素を用いてそのページの説明文等を指定

する場合は、そのページの内容を示す適切な情報を設定する。 
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達成基準 2.4.3 フォーカス順序 

【レベル：A】 

 

情報の意味の順序と操作順序が異なると、利用者を混乱させる可能性があるため、キーボードに

よる操作でリンクを移動する順序と、文書の意味の順序の間に違いが生じないように構成する。 
モーダルダイアログを使用する場合のフォーカス順序は、以下の通りとする。 
１．起動ボタンを動作させるとダイアログが開き、そのダイアログにある最初のインタラクティ

ブな要素にフォーカスがあたる。 
２．ダイアログが開いている限り、フォーカスはダイアログ内の要素だけに限定される。 
３．ダイアログが閉じられると、フォーカスはボタン又はボタンの次にある要素へ戻る。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G59: コンテンツ内の順番及び関係に従った順序で、インタラクティブな要素を配置する 

H4: リンク、フォームコントロール、及びオブジェクトを通して、論理的なタブ順序を作

成する（HTML） 

 

＜よくある失敗例＞ 

F44: 達成基準 2.4.3 の失敗例 － 意味及び操作性を保持しないタブ順序を作成するために、

tabindex 属性を使用している 
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達成基準 2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内） 

【レベル：A】 

 

利用者がリンクを辿りたいかどうかを決めることができるように、リンクテキスト（リンク画像

の alt 属性を含む）について以下のような対応を行なう。 
 リンクテキストは、それだけで利用者がリンク先のページの内容を想像できるようにす

る。 

 リンクテキストとそれを含んでいる文章等の文脈から、利用者がリンク先のページの内

容を想像できるようにする。 

具体的には、以下の対応を行なう。 
（１）リンク先の内容が想像できるリンクテキストを用いる。 

 リンク先ページの title 要素の内容あるいは、文書の主題などリンク先の内容を代表す

る言葉を用いる。 

 「こちら」や「ここ」などの指示語だけにリンクを設定しない。 

（達成方法 G53 ではリンクを理解するのに必要な情報がリンクよりも前に置いた例とし

てあがっているが、音声読み上げソフトなどによってリンクテキストだけを抽出して利

用する際に分かりにくいものであるため、使用しない。） 

 視覚的な分かりやすさを考慮し「詳細」「全文」など短いリンクを提供する必要がある

場合は、達成方法「G189」または「C7」によってリンクに対する十分な説明を提供する。 

  HTML ではないファイル（PDF、Excel、Word など）へリンクしている場合には、リンク

テキスト内にファイル容量とファイル形式を明記する。 

 

（２）リンクテキストの前後の文脈から理解できるようにする。 
例）あるページに「予防接種の費用助成を行います。」という文がある。そのうち「費

用助成」の部分のみにリンクが設定されているが、文脈からリンク先が「予防接種の費

用助成」についてのページであることが予測できる。 

※リンクを理解するのに必要な追加情報が、そのリンクよりも前に書かれている場合に

役立つことが多い。 

また、これらのリンク先は同一のウィンドウに表示することとし、target="_blank"や

JavaScript を用いるなどして新たなウィンドウを開くことは必要最小限にする。新しく

ウィンドウを開いたほうが内容を参照しやすい場合は、リンクテキストや画像アイコン

の altで明示するなど、新しいウィンドウで開くことが利用者に伝わるようにする。 

例）介護保険制度の概要 厚生労働省(新しいウィンドウで表示) 

 

画像にリンクする場合は、達成基準 1.1.1 「非テキストコンテンツ」の『リンク画像』

や『イメージマップ』等についても参照すること。 
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【WCAG2.0達成方法】 

G91: リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する 

H30: a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する（HTML） 

H24: イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する（HTML） 

G189: ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する 

G53: リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせて、リンクの

目的を特定する 

H33: title 属性を用いて、リンクテキストを補足する（HTML） 

C7: リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する（CSS）  

H77: リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせて、リンクの目的

を特定する（HTML） 

H78: リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせて、リンクの目的を特定

する（HTML） 

H79: リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルと

を組み合わせて、リンクの目的を特定する（HTML） 

H80: リンクテキストと先行する見出し要素とを組み合わせて、リンクの目的を特定する

（HTML） 

H81: リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを

用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する（HTML） 

 

＜よくある失敗例＞ 

F89: 達成基準 2.4.4、達成基準 2.4.9、及び 達成基準 4.1.2 の失敗例 － リンクで唯一

のコンテンツである画像にアクセシブルな名前 (accessible name) が提供されていない 
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達成基準 2.4.5 複数の手段 

【レベル：AA】 

 

利用者がサイト内にある目的のページを見つけやすいように、サイト内の全ページに、以下を設

置する。 
 サイトマップへのリンク 

 サイト内の全文検索機能 

 

小規模なウェブサイトにおいては、サイト内の全ての情報を探し出すことが可能となるように、

ホームページから全てのウェブページへのリンクを提供する。 
 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G63: サイトマップを提供する 

G161: 利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する 

G185: ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする 
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達成基準 2.4.6 見出し及びラベル 

【レベル：AA】 

 

見出しの内容は、章や節などの内容を理解できるものとする。 
入力フォームにおける項目名（ラベル）は、その項目の内容を表したものとする。 
表示を拡大したり、動画を再生するなどのコントロールを行う機能を提供する場合は、その機能

を的確に表した名称（ラベル）を明示する。 
 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G130: 説明的な見出しをつける 

G131: 説明的なラベルを提供する 
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達成基準 2.4.7 フォーカスの可視化 

【レベル：AA】 

 

キーボードで操作する際、ページ内のリンクテキストやリンク画像、フォーム等の選択候補を視

覚的に認識可能であることを確認する。 
標準のフォーカスインジケータを使用可能にする、もしくはスタイルシートを用い、キーボード

による操作で選択候補を変更した際にリンクを反転表示するなど視覚的に分かりやすく変化す

るよう設定する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G149: フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザイン

タフェース コンポーネントを使用する 

C15: ユーザインタフェースコンポーネントがフォーカスを受けとったときの表示を変更

するために、CSS を使用する（CSS）  

G165: 視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラッ

トフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する 

G195: コンテンツ制作者が提供する視認性に優れたフォーカスインジケータを使用する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F78: 達成基準 2.4.7 の失敗例 － 視覚的なフォーカスインジケータを除去する又は不

可視にするような方法で、要素のアウトライン及びボーダーをスタイル指定する 

 



 40 

達成基準 3.1.1 ページの言語 

【レベル：A】 

 

ブラウザや音声読み上げソフトなどの支援技術等がそのウェブページを構成する主な言語を解

釈できるようにすることで、テキストをより正しく表示し、より正しい発音で読み上げられる

など、コンテンツをより理解するのに役立つ。 
各ページの html 要素に lang 属性及び (又は) xml:lang 属性を指定することで、文書の初期設定

言語を特定する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H57: html 要素の言語属性を使用する (HTML)  

 



 41 

達成基準 3.1.2 一部分の言語 

【レベル：AA】 

 

ブラウザや音声読み上げソフトなどの支援技術等が、複数の言語で書かれているコンテンツを正

しく提示できるように、本文中でページを構成する主要言語（通常は日本語）以外の言語が現

れる場合には、そのつど使用している HTML または XHTML のバージョンに応じて、lang
または xml:lang 属性を用いて言語の変化を明示する。ただし固有名詞、技術用語、言語が不明

な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句は例外とする。 
 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H58: 自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する（HTML） 
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達成基準 3.2.1 フォーカス時 

【レベル：A】 

 

フォーカスを受け取るだけで自動的にウィンドウが開いたり、ページ移動が起こったりすること

は、多くの利用者にとって予測が難しく、視覚障がいや認知能力の低下、運動障がいのある利

用者にとって扱いにくい場合がある。ページ内の全てのコンテンツについて、フォーカスを受

け取った際に、自動的に状況の変化が起きないようにする。 
 入力フォームについて、送信ボタンがフォーカスを受け取った際に、自動的に送信され

ることがないようにする。 

 リンクやリンク画像などについて、フォーカスを受け取った際に、自動的にページが遷

移したり新しいウィンドウが開いたりしないようにする。 

 プルダウンメニューなどについて、フォーカスを受け取った際に、自動的にページが遷

移したり新しいウィンドウが開いたりしないようにする。 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G107: 状況の変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する 

G200: 必要なときにのみリンク先を新しいウィンドウ及びタブで開く 

G201: 新しいウィンドウを開くときに、利用者へ事前に知らせる 

 

＜よくある失敗例＞ 

F52: 達成基準 3.2.1 の失敗例 － 新しいページを読み込むのと同時に、新しいウィンド

ウを開いている 
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達成基準 3.2.2 入力時 

【レベル：A】 

 

変化を知覚しづらい利用者、又は変化によって気を取られやすい利用者を混乱させてしまう恐れ

があるため、利用者が意図的に実行操作することなしに、フォーム入力内容の送信がされたり、

新しいウィンドウが開かれたりすることがないようにする。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

以下に挙げる技術特有の手法を用いて G80: コンテキストの変化を開始する送信ボタンを

提供する 

H32: 送信ボタンを提供する（HTML） 

H84: アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する（HTML） 

G13: コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、

何が起こるのかを説明する 
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達成基準 3.2.3 一貫したナビゲーション 

【レベル：AA】 

 

利用者が共通のメニューを見つけやすくするため、同一サイト内にある共通のナビゲーションは

常に相対的に同じ順序で出現するようにし、一貫した提示及びレイアウトを使用する。システ

ム要件などでやむを得ない場合を除き、すべてのページに共通のグローバルナビゲーションを

配置し、ヘッダー及びフッター、グローバルナビゲーションなど、サイト全体で共通に提供す

るナビゲーションのリンクは、ページの中での配置位置、リンクの表示順序を同じとする。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G61: 毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F66: 達成基準 3.2.3 の失敗例 － 異なるページでさまざまな相対的な順序でナビゲー

ションリンクを提示している 
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達成基準 3.2.4 一貫した識別性 

【レベル：AA】 

 

同じ機能を認知することが容易になるように、同一サイト内において、同じ機能を持ったコンテ

ンツ（リンクやボタンなど）について、名称（ラベル）および視覚的な表現を同一とする。 
 多くのページで提供されるリンク（サイトマップへのリンク、トップページへ戻るリン

ク、ページの上端へ移動するリンクなど） 

 リンク画像、リンクに添えられるアイコン画像およびその代替となるラベル 

 箇条書きの先頭などに用いられる画像 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G197: 同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキス

トによる代替を使用する、かつ、達成基準 1.1.1 を満たすことのできる達成方法かつ達

成基準 4.1.2 を満たすことのできる達成方法に従ってラベル、名前 (name)、テキストに

よる代替を提供する 

 

＜よくある失敗例＞ 

F31: 達成基準 3.2.4 の失敗例 － ウェブページ一式の中で異なるウェブページ上の同

じ機能に対して、二つの異なるラベルを使用している 
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達成基準 3.3.1 エラーの特定 

【レベル：A】 

 

入力のエラーが検出された場合、利用者がエラーの発生に気づき、何が誤っていたのかわかるよ

うにするために、エラーとなっている箇所を特定し、そのエラーを利用者にテキストで説明す

る。 
たとえば、入力されていない必須項目の背景色を変えたり、記号を付けたりするだけでは、音声

読み上げソフトを利用している視覚障がい者に、エラー箇所を伝えることができないため、以

下のような対応を行い、わかりやすくエラーを表示する。 
必須の入力項目に入力が行なわれていない場合、その箇所を通知する説明文を提供する。 
特定の形式や値の入力が求められる項目に誤った入力が行なわれた場合、そのことを通知する説

明文をテキストで提供する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G83: 入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する 

G84: 利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供

する 

G85: 利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明

を提供する 
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達成基準 3.3.2 ラベル又は説明 

【レベル：A】 

 

利用者に対しフォームへの入力等を求める場合には、どこに何を入力すべきなのかわか

りやすく情報提供し、あわせて音声読み上げソフトの利用者も利用しやすいように、フ

ォーム内のコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）を識別するための説

明文又はラベルを配置する。 

 

●ラベル 

コントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）の目的を的確に表すラベルを提供する。 
フォームのラベルと対応するコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）を label 要
素を用いて関連付けを行う。 

input 要素の type="checkbox" と type="radio" では、ラベルとなるテキストは input 要素の

後に配置する。 
例） 

<p> 
<input type="radio" name="age" value="over" id="18andover"> 

<label for="18andover">18 歳以上</label> 

<input type="radio" name="age" value="un" id="under18"> 

<label for="under18">18歳未満</label> 

</p> 

または 

<p> 

<label><input type="radio" name="age" value="over">18歳以上</label> 

<label><input type="radio" name="age" value="un">18歳未満</label> 

</p> 

 

【WCAG2.0達成方法】 

H44: テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用す

る（HTML） 

 

 

複数のコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）が並列の関係で提供される場合は、

fieldset 要素及び legend 要素を用いて複数のコントロールがひとまとまりのグループである

ことを示すとともに、そのグループの名称あるいは説明を提供する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H71: fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関

する説明を提供する（HTML） 
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キーワード検索の入力ボックスのように、視覚的に入力欄の目的が明確で、ラベルを画面に表示

することによりかえって視覚的なデザインが阻害され分かりにくくなることが想定される場合

は、label 要素を用いず title 属性を用いてコントロール（テキストボックスやラジオボタンなど）

の目的を説明する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

H65: label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 

属性を使用する（HTML） 

G167: テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる 

 

 

●入力に関する説明 

入力方法や入力に関する制約がある場合は、入力欄の前に説明を配置する。特に以下のような制

約事項がある場合は明記する。 
 

 入力の必須／未必須 

 入力文字数 

 カタカナ／ひらがな 

 全角／半角 

 大文字／小文字 

 ハイフン(-)の必要／不要 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G131: 説明的なラベルを提供する かつ、次のどれか一つを用いる 

G89: 期待されるデータ書式及び入力例を提供する 

G184: フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの

説明を提供する 

G162: 関係性を最大限に予測できるようにするためにラベルを配置する 

G83: 入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する 

H90: label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する

（HTML） 
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達成基準 3.3.3 エラー修正の提案 

【レベル：AA】 

 

達成基準 3.3.1 によりエラーを特定し、わかりやすく示すこととあわせて、修正候補を提示可能

な入力項目については、入力エラーが起きた際に、修正候補を提示する。 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G83: 入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する 

G85: 利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明

を提供する 

G84: 利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供

する 

G177: テキストの修正候補を提示する 
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達成基準 3.3.4 エラー回避（法的、金融、データ） 

【レベル：AA】 

 

送信前に、フォーム入力内容の確認画面を提示し、利用者が必要に応じて、送信前に修正を行え

るようにする。（入力画面へ戻るリンクを用意するなど。） 
 

【WCAG2.0達成方法】 

G99: 削除した情報を復元する機能を提供する 

G164: オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を

修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する 

G98: 送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする 

G168: 選択されたアクションを続行するために確認を求める 
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達成基準 4.1.1 構文解析 

【レベル：A】 

 

ブラウザや音声読み上げソフト等の支援技術が、コンテンツを正確に解釈して解析できることを確実

にするため、ウェブの仕様に準じて作成する。 

 

 

【WCAG2.0達成方法】 

G134: ウェブページをバリデートする 

G192: 仕様に完全に準拠する 

H88: 仕様に準じて HTML を使用する（HTML） 

H74: 開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用していることを確認する (HTML) かつ

H93: ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする (HTML) かつ

H94: 要素には重複した属性がないようにする (HTML) 
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達成基準 4.1.2 名前（name）・役割（role）及び値（value） 

【レベル：A】 

 

リンクやフォーム、ボタンなど、利用者が操作を行う部分には、標準的な HTML のコントロールを仕

様に準じて使用し、独自のコントロールを使用する場合には、その識別名および役割を、音声読み上

げソフトなどの支援技術等が解釈できるようにして、利用者が確実に操作できるようにする。 

 

 

【WCAG2.0達成方法】 

下記の技術固有の達成方法を用いて、 

G108: 名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設

定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる: 

H91: HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する (HTML) 

H44: テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用す

る (HTML) 

H64: frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する (HTML) 

H65: label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 

属性を使用する (HTML) 

H88: 仕様に準じて HTML を使用する (HTML)  
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３．ホームページ構築・運営上必要な取組み 

 

「２．ウェブアクセシビリティ対応基準」に基づき、JIS X 8341-3:2016 適合レベル AA 準拠の

実現を目指すとともに、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を参照し、アクセシビリティ

方針の策定・公開、取組内容及び実現内容の確認・公開、実現内容の確認（試験）・公開を行う。 
 
 

●参照すべき文書等 

みんなの公共サイト運用ガイドライン（総務省 2016 年版）

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html） 
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3.1アクセシビリティ方針の策定・公開 

 

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」は、国及び地方公共団体等公的機関が作成・運用する

全てのウェブコンテンツについてアクセシビリティ方針を策定し公開することを求めている。 
福岡市ホームページ（http://www.city.fukuoka.lg.jp）は、広報課にて「福岡市ウェブアクセシビ

リティ方針」を策定し、公開している。 
 
（参考）アクセシビリティについて  http://www.city.fukuoka.lg.jp/sub/accessibility.html 
 
各部署が独自に作成・管理運営するホームページについては、担当課にてそれぞれのウェブアク

セシビリティ方針を策定し、公開する。 
具体的な手法は【みんなの公共サイト運用ガイドライン】５．ウェブアクセシビリティ方針の策

定と公開（44～61 ページ）を参照すること。 
 
※アクセシビリティ方針については、必要に応じて広報課で内容の確認・アドバイスを行うため、

事前に相談すること。 
 
 

●参照すべき文書等 

みんなの公共サイト運用ガイドライン（総務省 2016 年版）

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html） 
ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン（ウェブアクセシビリティ基盤委員会）

（https://waic.jp/docs/jis2016/accessibility-plan-guidelines/201604/） 
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3.2取組内容及び実現内容の確認・公開 

 

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」は、自治体や官公庁等が作成・運用する全てのウェブ

コンテンツについて、1 年に 1 回「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」を使ってアクセ

シビリティに関する取組の内容を確認し、評価結果を公開することを求めている。 
この取組内容の確認と公開は、各ホームページでアクセシビリティへの取り組みを段階的に進め、

向上させていくために活用するものである。 
福岡市ホームページ（http://www.city.fukuoka.lg.jp）は、広報課にて取組内容を評価し結果を公

開している。 
 

各部署が独自に作成・管理運営するホームページについては、担当課が「個々のホームページの取

組確認・評価表」を使って評価を行い各サイトで公開する。 
 
具体的な手法は【みんなの公共サイト運用ガイドライン】７．取組内容及び実現内容の確認と公

開（121～127 ページ）を参照すること。 
 
※評価の考え方や具体的な手法については、必要に応じて広報課に相談すること。 

 
 
【参考】「個々のホームページの取組確認・評価表」（様式） 

 
 
 

● 参 照

す べ き

文書等 

みん

なの公

共サイ

ト運用

ガイド

ライン

（総務

省 2016
年版）

（http:
//www.

soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html） 
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3.3実現内容の確認（試験）・公開 

 

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」は、ウェブアクセシビリティの実現内容について、1
年に 1 回、JIS X 8341-3:2016 に基づく試験により確認し、結果を各団体ホームページ等で公開

することを求めている。 
「試験」により、策定・公開したウェブアクセシビリティ方針に基づき、対象としたページが、

JIS X 8341-3:2016 に対応できているかを確認する。 
 
福岡市ホームページ（http://www.city.fukuoka.lg.jp）は、広報課にて試験を行い、結果を公開し

ている。 
 
（参考）JIS X 8341-3:2016 附属書 JB に基づく試験結果表示 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/shisei/jisx-8341-3.html 
 
各部署が独自に作成・管理運営するホームページについては、担当課で試験を行い、結果を公開

する。 
 
具体的な手法は【みんなの公共サイト運用ガイドライン】７．取組内容及び実現内容の確認と公

開（128～130 ページ）を参照すること。 
 
※試験の考え方や具体的な手法については、必要に応じて広報課に相談すること。 

 
 

●参照すべき文書等 

みんなの公共サイト運用ガイドライン（総務省 2016 年版）

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html） 
JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン（ウェブアクセシビリティ基盤委員会）

（https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/） 
JIS X 8341-3:2016「附属書 JB（参考）試験方法」 
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