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           音声コード導入研修会 
情報のユニバーサルコミュニケーションの実現に向けて 

ユニボイスコードは、見えない、見えにくい、読みにくい方が見えやすく、読みやすくように配慮した印刷物
のユニバーサルデザインとして設計されています。 

 

対象とする方は、 

 

晴眼者 ・ 外国人 ・ 高齢者 ・ 視覚障害者 ・ 色弱の方 ・ 識字障害の方 ・ 聴覚障害の方 

その他、なんらかの事情で、見えない、見えにくい、読みにくい方です。 

 

印刷物の文字を読むことが困難である方は、視覚障害者以外の方もいらっしゃいます。 

ユニボイスコードは、視覚障害者だけでなく、より広い範囲の方に向けて利用されています。 



研修内容 
   

    １．視覚障害者の情報環境の課題 

      情報提供者の課題と解決策 

      音声コード導入の意義・目的について 

 

    ２．音声コード作成のポイント 

      運用のルール 

    

    ３．先進的システム導入事例 

    ４．多言語サービス導入事例 

     

       概要の映像をご覧ください。 
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セキュリティ関連 

タレントボイス 
朗読音素アーカイブＰＪ 

■国機関 

ねんきん定期便 

マイナンバー通知 

いいね！プロジェクト 

■自治体 (JAVISアプリの配布）  

全国の自治体配布物のＵＤ化。 

納税通知書、証明書 

公共料金納付書、水道料金 

■医療関連 

病院 

調剤薬局 

 

ORCA 

パナソニックヘルスケア 

OTC 医薬品 

厚生労働省 

観光庁 

■多言語サービス 

旅行関連 

免税品 

観光事業者 

神社仏閣 

環境庁プロジェクト 

観光庁プロジェクト 

総務省行政評価局 

  導入あっせん 

内閣府広報普及 

■社会インフラ組込関連 

社会インフラの構築  
標準化の推進   
基盤製品の開発  自治体スマホ

連絡協議会 
 会長 南砺市田中市長 

音声コードＵｎｉ-Ｖｏｉｃｅ社会インフラへの展開 

電気、ガス、下水道、ＮＨＫ, 

銀行ATM、コンビニＡＴＭ 

証明書・病院自動支払機、検針
ハンディプリンター。 

チケット発行機など。 

個人情報を 

自身で確認できる環境整備 
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障害者差別解消法の対応システムとしてインフラ整備 
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◆ 障害者基本法 一部改正 （内閣府 平成23年8月） 

◆ 日本郵便法 （総務省 平成21年1月） 

情報の利用におけるバリアフリー化は、過重な負担なき場合は、それを怠ること 

によって、障害者差別に違反することにならないように合理的配慮をすること。 

第18条第2項の規定に基づき、音声コードを読み上げる活字文書読上げ装置を 

日常生活用具に指定、利用促進を通知。（厚労省予算：地域生活支援事業） 

日本郵便は、音声コードを第４種郵便物に指定（無料郵送） 

◆ 障害者差別解消法 （内閣府 平成28年4月施行） 

（１）障害を理由とした差別的取り扱いの禁止 
（２）障害者が壁を感じずに生活できるように合理的な配慮をすること―― 
   の義務づけが柱。国・自治体は２点とも法的義務。罰則規定。 

◆ 身体障害者福祉法 （厚労省 平成15年4月）   

  法律で利用促進しています。 



音声コードによる医療情報伝達を推進するよう 
厚労省医政局５課課長から連名で通達がありました。 

この他に、平成25年度厚労省予算に、障害者の理解促進を目的に、音声コードの 

研修啓発を行うことができる事業予算を地域生活支援事業予算に新規追加。 
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視覚障害者の現状(情報環境） 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

30歳まで 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

点字利用者 約１０％ 

視覚障害者 約３１０，０００人 （単位 千人） 

テープ・ＣＤ利用者  

    約９０％ 

155 

66 
47 

16 
20 

障害者等級  １級・２級   ６０％  

          ３～６級    ４０％ 

毎年17,000人が障害者手帳の申請 

文字が読みづらい方、約164万人（日本眼科医会発表） 
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テレビ ３５％ 

印刷 ４５％ 

インターネット １５％ 

ラジオ ５％ 

情報媒体の広告出稿量（電通調べ） 

視覚障害者向け情報提供 

デイジー図書    ２
３万タイトル 

点字図書    
４３万タイトル 

 

テープ図書   
４３万タイトル 

情報提供施設 約９０施設 

印刷メディアを利用
できないことによる
情報格差。 

図書情報が中心 
生活情報がほとんど
提供されていない。 
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行政における情報提供者側の問題点と課題 

情報バリアフリーを実現するために 

１．点字等を修得している人員が少なく、外注に 
  頼っている。（簡便性と経済性） 

２．点字・テープの制作には、時間とコストが必要。 

  （即時性と経済性） 

特に、コスト面の改善がされなければ、
情報の質と量の拡充が出来ない。 

  新たな予算措置は難しい実情 

限られた予算のため 限られた情報提供と
なっている 



視覚障害者側の課題と情報提供者側の課題を 
解決する技術・・・・それが音声コード技術 

• 即時性 （MS-Ｗｏｒｄ文書で即時プリント） 

• 簡便性 （誰でもが手軽に作成できる） 

• 広範性 （紙媒体での提供ができる） 

• 経済性 （印刷物の同一紙面上に印刷でき、 

        健常者と共有して利用できる。） 

  データベースとの連動によるプライバシー情報の提供 
 

 

      情報のユニバーサルデザインに基づいた 
     公文書・印刷物の情報提供が可能。 
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 国・県市町村から積極的な活用を行い、ＵＤを促進しよう。 



音声コードＵｎｉ-Ｖｏｉｃｅは、あらゆる印刷物に活用されています。 

一般印刷 

多言語読上げと手話動画対応 

バリアブル帳票印刷 

印刷物と手話
動画の連動 

処方薬の説明書 

ねんきん定期便帳票 
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マイナンバー通知 

ねんきん定期便 



 お金に関する情報を自身でも確認できる生活インフラを構築する。 
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自治体証明書 

自治体水道料金検針票 

マイナンバー通知。ねんきん定期便 

医療機関 領収書、薬剤情報 

金融機関 
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■印刷物のＩＴ化システム（個人情報の提供） 

バリアブル 

都度帳票印刷 

バリアブル 

一斉帳票印刷 

同一情報 

一般印刷 

・福祉システム 

・行政システム 

住民票、納税納付書、申請、通知書 

・病院、薬剤システム 

・公共機関窓口 

銀行、電気、電話、ガス、下水道 

請求書、明細書、説明書等。 

・ねんきん定期便 

・選挙通知（入場券通知） 

・国保カード更新 案内 

・銀行通帳（入出金情報） 

・納税・源泉・国保証明書 

・マイナンバー通知 

・通知文書 

・広報誌 

・観光情報 

・各種印刷物 

※ バリアブル都度印刷 

  店頭や窓口で、訪問された方に都度、印刷すること。 

※ バリアブル一斉印刷 

  個人情報が記載されていたり、異なる番号が記載されていたりすることによって、一枚一枚 

  内容が異なる一括郵送印刷物。   

 



音声コードUni-Voice対応製品 
バリアブル 

都度帳票印刷 

バリアブル 

一斉帳票印刷 

同一情報 

一斉印刷 

プリンタ・システム 

組込帳票出力 

製品名：uni-voice組込ライブラリー 

音声コード作成 

情報処理システム 

製品名：GR-ADKⅡ 

日本語文書アプリ 
製品名：JAVIS APPLi  

Wordアドイン版:CD-R 

システムベンダー 

 
既存業務システムに 
インストール及び組込開発す
る製品。 
各種ＯＳ対応 
 ・Win ・Linux 
 ・Android 

システムベンダー 

印刷会社・情報処理会社 

への提供 

自治体は仕様に盛り込む。 
対応できる印刷会社に 
しか発注できない。 

無償提供 

民間事業者は有償 
 

自治体・団体対応 
自治体職員のＰＣ 
端末にインストール。 

（システム開発系） 
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音声コードの作成方法（デモ） 

 

• テキスト作成上のポイント 
 

• 音声コード作成ソフトの機能 
 

• 印刷時の注意 
 

• ルール 
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音声コードUni-Voice読上装置の製品一覧 

音声コードUni-Voice 

ＳＰコード各種ＯＳに対応していない 
読取不良があるため、今後は対応しない方向。 

読取り不良の
ため製造中止 

開発・運用団体 

社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

ＮＰＯ法人日本視覚障がい情報普及支援協会 

携帯電話対応にする為、音声コードの読取ア
ルゴリズムを新規開発。 

音声コードUni-Voice作成ソフト無料配布 
 

平成21年度厚生労働省障害者自立支援機器等の 

研究開発プロジェクトで新規開発。 携帯電話対応機能開発の要望により、 

当事者団体の総意で新規開発 

下位互換ではないため 

印刷確認用には利用不可 

全ての機種に対応したコード 
   携帯電話、スマホＯＳに対応 

平成30年6月から対応終了 

印刷品質をインクジェット・コピー印刷に対応 

     個人情報の印刷方式は、インクジェットが主流 

・Wordバージョンに対応した作成ソフトが無い。 

・読取認識低下・不明データ読上げなど。 

活字文書読上げ装置（専用機） 

音声コード対応携帯電話 

スマートホンＯＳ
に対応 

 iOS 

 アンドロイド 



JAVIS Appli音声コード作成ソフト（日本語版） 

音声コードＵｎｉ-Ｖｏｉｃｅのしくみ 

 

ＪＡＶＩＳ Ａｐｐｌｉ有償版で、 

文書の音声確認ができます。 

 

音声コードは、画像ファイルなので、 

印刷データに貼り付けて大量印刷がで
きます。 

文字が読みづらい方、約１６４万人（日本眼科医会発表） 

障害者手帳保持視覚障害者 約３２０，０００人 

点字が利用できる方 約３２万人のうち約１０％。 

ほとんどの方が、音声による情報入手に頼っています。 

ワンクリックで文書の右下に音声コードを自動生成 

収納文字数  約８００文字 

Ｗｏｒｄ文書から音声コード作成 

Ｗｏｒｄファイルの印刷 

レーザープリンター・インクジェッ
トプリンター・コピー出力の印刷
品質で読取ができます。 

切り欠き加工
がルール 

誰でもが、簡単に、ローコストで音声化された印刷物が提供できます。 

音声コード作成ソフト Ｊａｖｉｓ Ａｐｐｌｉ 無償版は、Ｊ
ＡＶＩＳ協会ＨＰからダウンロードできます。 
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文書の保存
に注意 

・Uni-Voiceアプリ（ｉＯＳ：Android） 

・Uni-VoiceBlindアプリ(iＯＳ） 

スマホアプリ 
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携帯電話対応音声コード技術仕様 
１．音声コードのデザイン規定 

２．音声コードのサイズ規定 

 

   “ L”モード  117セル   19.8ｍｍ 

    “M”モード  106セル 17.9ｍｍ 

    “S”モード    73セル  12.3ｍｍ 

    “XS”モード  40セル  6.8ｍｍ 

＊Ｍサイズを推奨。 

Ｔ字ラインとボディーの間隔   １ピクセル以上のスペースが必要（新エンコーダーにより作成） 

３．音声コードの誤り訂正規定 

 誤り訂正     強  ２５％             

           中     １５％                            

                     弱    １０％ 

＊汚れ、ゆがみ補正を考慮する場合 

  強を推奨。（収録データ減注意）  

＊旧コードの仕様を強化しています。 
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４．音声コードの印刷品質規定 

 ①解像度 ６００ｄｐｉのレーザープリンターを推奨。 

   セル４ドット 分解能 0.169ｍｍ 

 ②低解像度 ２００ｄｐｉ以上での印刷も可能。（サーマル印刷対応） 

 ③印刷濃度値（ＰＣＳ値）を規定。（ 0.65~0.98） 

（量産印刷機器評価） 

  ・オフセット印刷機         ０．９（±0.05） 

  ・レーザープリンター機        ０．９（±0.05） 

  ・インクジェットプリンター機 

    用紙によって、インクの滲みが影響し、ＰＣＳ値が変動。 

   上質系の若干塗料加工のある用紙を推奨。 

      印刷検証ソフトにて、検証により用紙の選定及びＰＣＳ値の設定が必要。 

   誤り訂正値、強を推奨。セル５ピクセル処理可能（７２０ｄｐｉ）。 

 ③用紙規定 

  ・光沢及び凹凸のある用紙は、避ける。 

  ・上質紙、再生紙（Ｒ１００ 白色度６５％以上）、コート紙。 

  ・色上質は、薄系統なら各色対応可。 

音声コードUni-Voice技術仕様 
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２．音声コードの印刷品質について 

 ①印刷品質としては、下記、すべての機種で読み取れること。 

 ②大量個別データのバリアブル印刷となることから、印刷のバラつきがでるこ 

  とを想定して、すべての機種で確実に読み取れる印刷基準数値の測定値を  

  提出できること。 

 ③携帯電話対応音声コードの技術仕様については、下記と綿密な確認を取 

  ること。 

    ＮＰＯ法人日本視覚障がい情報普及支援協会 

     電話 ０３－３２０８－５０２３ 

 

３．対応機種  

 （１）音声コード対応読取専用機・・・・・・テルミー１機種 

 （２）携帯電話の機種としては、下記２機種音声コード読取機能のアプリが実装されて 

   販売されています。 

    ①ＮＴＴドコモ らくらくホンベーシック３ 

    ②au 簡単ケータイ（k012） 

 （３）スマートホン 

    ①ios：ｉphone４ｓ、５、５ｓ、６、６Plus、ｉｐａｄ 

    ②アンドロイド：Galaxy、らくらくスマホ推奨 

印刷仕様書（案） 

１．携帯電話対応音声コードUni-Voiceを印刷できること。一般印刷・バリアブル帳票・封筒など。 

 ①個人データ及び文書データを文書化し、携帯電話対応音声コードUni-Voiceに格納、  

  通知帳票にバリアブル印刷ができること。 

 ②音声コードの位置を特定する「切り欠き」加工をすること。加工寸法 ６㎜の半円形。 
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音声コードUni-Voiceの読取装置と印刷位置・表記 

携帯電話では、余白は1ｍｍ程度。 

＊音声コードの印刷ズレ 

 ・上下左右 ±３ｍｍ 

４㎜ 

視覚障害者用専用機 

読上げ機器とライセンス契約（音声コード機能組込販売） 

携帯電話らくらくホンベーシック３（ＮＴＴドコモ） 

簡単ケイタイ（ａｕ） 

一般用多言語対応「Ｕｎｉ-Ｖｏｉｃｅ」スマホ用無料アプリ提供  
視覚障害者向けアプリ(Uni-voice ＢＬ）は、平成27年度厚生労働省自立支援開発

事業で採択された製品です。 

視覚障害者が音声コードの位置を確認
する重要なルール。 

①穴あけ加工で半円の切り欠きを加工。 

②片面の場合、右下切り欠き１カ所 

③両面複数頁の場合、切り欠き上下２
か所。   

 但し、音声コードの内容に両面右下左
下に音声コードがあることを記載する場
合は、切り欠き１カ所でかまわない。 

切り欠き加工 

 Uni-Voice 

普及促進の
ため、キャ
プションを入
れること。 
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音声コード横か
ら、近い方の用
紙の端に半円の
切り欠きを入れ
ます 

切り欠きは、片面の場
合は、一ヶ所。 
 
両面に音声コードがあ
る場合は、上下２箇所
入れる。  
  
         
音声コードに、利用方
法の説明ある場合は、 
切り欠きは１ヶ所でも
構いません。 

６．音声コードの位置を示すルール 
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音声コードの位置注意 

読取りエラーの原因 
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音声コードの文書編集について指針 

 
区 分 

 
情報の特性 

 
情報の例 

文字情報を全て入れる 

 
 
正確に伝えるべきもの 

 
プライバシー情報 

(各種通知、金銭・権利等に
かかわるもの) 

情報の要約を入れる 

 
 
 
情報量が多いもの 

 
 
情報の陳腐化が速く、 
迅速性が必要とされるもの 

 
報告書や制度等の情報、学習
機材 

 
イベント、各種講座等の案内 

 
ビジュアル化の多いもの(絵
、イラスト、写真) 
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音声コード印刷物の位置バリエーション 

１．各頁 右下、左下が基本 

２．頁内に上下音声コードを 
  入れる場合は、読上げ時 
   に位置説明を入れる。 

３．最低、表紙には音声コード 
  を印刷する。 

ハガキサイズの場合 

３ ４ 

２ １ 印刷物の活字情報と音声コード内の
データは同一でなくても良い。 
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１ ２ 

３ ４ 

５ 

６ ７ 

８ 
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Ｗｅｂへの対応（Word・ＰＤＦ） 

内閣府ＨＰ 
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音声コードを利用する場合、情報の整理・編集といった準備段階の手間や印刷物への切り欠
きといった加工の手間が増えますが、それ以外は印刷時の費用もほとんど上がらず、少ない
負担で利用が可能です。 

 

         音声コードを付けた場合の印刷コスト 

  条件： Ａ４二つ折り(Ａ３見開き) 4色刷りのパンフレット(1,000部印刷：予算20万円) 

（１）音声コード付き印刷の場合(概算見積)  

 ＜加算額＞ 

 ①音声コード作成費   ４頁×500～１，０００円＝ 2,000円（内製又は外注） 

  

 ②音声コード貼り込み費   ４頁×100円＝       400円 

 ③切欠き加工費      1,000部×5円＝      5,000円（部数により単価上下） 

                                                    合 計       7,400円 

                                           (加算額7.4円／部) 

コストの考え方 



                                windowsシステム 

     福祉システム  納税システム  プリンタドライバ  音声コードＤＬＬ 

バリアブル都度帳票印刷 窓口対応 

音声コードＤＬＬ組込製品 

既存帳票に音声コード自動付与 

各社行政システムに依存せず導入可能 

印刷文字列を抽出 

初期設定開発が必要 

コード作成 

帳票出力 

レーザープリンター 

インクジェットプリンター 

（印刷解像度 ６００ｄｐｉ） 

これは、補装具費支給決定通知書です。次のとおり決定したので通
知します。 
支給番号 第1234-○○○○号。支給決定日 平成yy年mm月dd日。 
決定内容 ティルト式手押し型車いす。 
補装具業者。名称 △△株式会社 品川営業所。所在地 品川区
□□ ○丁目１番１号。 
電 話  0 △ △ - □ □ □ -1234 。 基 準 額  ○ ○ ○ ○ 円 。 見積 額 
○○○○円月額負担上限額 ○○○○円。利用者負担額 0円。
公費負担額 ○○○○円。・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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特許取得済み 

福祉システム帳票システム 

申請書 福祉サービス
決定通知書 

証明書 
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自治体 

住民基本システム 

Ｊ－ＬＩＳ 

コンビニ証明書システム 

ＰＤＦによる送信 

これは，○○○様の住民票です。 

住所 東京都新宿区高田馬場 

平成30年3月23日 新宿区発行 

キオスク端末からの証明書発行システムに音声コード印刷機能 

②キオスク端末の確認画面から 

  音声コード自動生成 

証明書発行 

確認画面 
 ①証明書種別 

 ②氏名・住所・電話番号 

 ③発行枚数 

 ④手数料金額 

 ⑤日付 

コンビニ証明書発行 キオスク端末 

Uni-Voiceライブ
ラリー組込 

①テキストの抽出が困難 

  総務省との相談必要。 領収書 
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■プリンター組込 社会インフラ基盤の各種明細書への多言語展開① 

上下水道・電気・ガス料金の明細書等の多言語サービス 

自治体証明書発行 



日英多言語情報 

日英多言語情報 
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■プリンター組込 社会インフラ基盤の各種明細書への多言語展開② 

低解像度プリンター対応製品 

・従来、出力が難しかった低解像度 
 プリンターからのUni-Voiceコード 
 の印刷対応！ 
・視覚障がい者への情報保障と外国 
 人への対応を同時に実現します。 

・銀行ATM等の取引明細書など 

・医療機関等の自動精算機明細書・予約券発行など 

ご利用明細２８年４月２５日 

お取引 お引き出し  

お取引金額 10,000円 

差引現在残高 450,000円 

ユニボイス銀行をご利用いただきありがとうございます。 

http//www,javis,jp 

 

 

Your statement28 April 25 

Dealings your drawer dealings amount of money 

10,000 yenSubtracting the current balance of 

450,000 yen 

Uni-VoiceThank you for using the bank. 

http//www,javis.jp 



Ｕｎｉ-Ｖｏｉｃｅ 

管理センター 

①日付 

②取引項目・・・・入出金、振り込み（特定の取引に限定する） 

③金額 

④残額 

⑤多言語 

音声コードに格納するデータの条件 

・全ＡＴＭ対応の帳票デザイン変更開発 

・ＡＴＭへの音声コードライブラリー組込
は、新設ＡＴＭから順次実施する方式。 

 Ｕｎｉ-Ｖｏｉｃｅ 

15㎜ 

用紙長さ
伸ばす 

ご利用いただきまして
ありがとうございます。 

Uni-voice銀行 

既存部分変更なし 

音声コードのサイズは、１８㎜角で
す。 

 

下記のようなデザインに変更すれば、 

音声コードの印字が可能です。 

銀行ＡＴＭ帳票の音声コード対応について（案） 



36 

医事・レセプト各種帳票発行の対応 

  パナソニックＨＣ様 
  病院・調剤薬局向けサービス開始予定 
  全国6万医療機関に導入 

各種窓口業務システムから 

Uni-Voiceを自動生成 

領収書・処方箋 

各種同意書 

入院手続き 

など 

個人情報帳票の提供 

調達仕様に 

音声コードUni-

Voiceを印刷する
ことを明記する。 

１．医事調剤システムに、ＤＬＬ組込製品 
 

医事・レセプト帳票発行システムへUni-Voice製品を組み込むことにより、視覚障が
い者への情報提供と合わせて、外国語への対応も可能となります。 

事例 
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自動支払清算機、予約券発行機等への組込 

医療システム組込用 

  音声コードライブラリーの提供 
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健康診断結果のお知らせ 
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■『マイナンバー通知、ねんきん定期便』で採用。 

日本年金機構 『ねんきん定期便』 

［ 利用内容 ］ 

○ 7,000万枚（7,000万コード）発行 

○ 年金額を印刷表示 

○ 個人情報内容をコード内に個別格納 

［ 対応対象者 ］ 

○ 視覚障害者限定対応ではない。 

○ 抽出コスト＞全員対応コスト 

［ 採用背景］ 

○ 視覚障害者のニーズ 

 個人情報を人に読んで欲しくはない 

○ 情報ギャップを埋める手段 

○ 点字対応コスト＞ 音声コード対応 

○ 点字識字率  約10% 

バリアブル一斉帳票印刷対応 
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■自動文書作成サンプル（GR-ADKⅡ 印刷アプリケーション） 

ねんきん定期便 直近1年通知者文書データサンプル 
照会番号 0250-928804 
 

にっぽん年金機構から、年金定期便をお送りいたします。 
この年金定期便は、毎年、国民の皆様に、年金加入記録をご確認いただくとともに、年金制度に対するご理解を深めていただ
くことを目的として、にっぽん年金機構が厚生労働省から委託を受け、年金加入期間や加入実績に応じた年金額等の、年金に
関する情報をお送りするものです。 
 
 

本定期便は、お客様のお生まれが昭和56年2月3日のかたにお送りしたもので、平成22年
12月1日時点の年金記録にもとづいて作成されています。これまでに年金制度に加入され
た期間は、国民年金の未納期間を除く第１号被保険者の期間は0つき、第３号被保険者の
期間は0つき、国民年金の期間は0つきです。厚生年金保険の期間は31つき、船員保険の
期間は0つきとなり、これまでの年金加入期間の合計は31つきとなります。 
 
これまでの年金加入実績に応じた年金額は、老齢基礎年金額は、年額51,200円、老齢厚
生年金額は、年額33,100円、老齢基礎年金額と老齢厚生年金額との合計額は、年額
84,300円です。この年金額を、仮に２０年間受けとられた場合の合計額は1,686,000円となり
ます。 
これまでに納付いただいた保険料額は、累計額で、国民年金は0円、厚生年金保険は
1,119,809円、国民年金と厚生年金保険の保険料の合計額は1,119,809円となります。 
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納税納付書 



選挙入場券 
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預金口座入出金明細書 圧着ハガキ帳票 
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生命保険料控除証明書 
圧着ハガキ帳票 
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クレジットカードご利用代金明細書 
圧着ハガキ帳票 



利用者は、視覚障害者だけじゃない！ 

音声コードアプリ 

多言語翻訳アプリ 

Uni-Voice 

＋ 

観光客対応を想定したパンフレットや案内板に利用や、 

居住者対応を想定した自治体利用や製品の取説利用も考えられます。 

＝ 

Uni-Voiceアプリに、翻訳機能を付加すると、外国人対応もできます。 

「見えない」人に伝えるだけでなく、「読めない」人にも伝えられるサービスになります。 

46 
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■音声コードUni-Voiceの多言語サービス採用実績             
                                              2016年11月現在 

北海道 

・札幌市時計台（ｻｲﾝ） 

 

・北海道開拓村 

 

・大倉山ジャンプ台 
京都府 

・太秦映画村（ﾁｹｯﾄ） 

・観光地（ｻｲﾝ） 

大阪府 

・阪南市（観光ﾊﾟﾝﾌ） 

・大阪心斎橋森永ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 

京都市 観光施設２５０ヶ所 

北海道 

・釧路市（観光案内） 

・弟子屈町（国立公園ｻｲﾝ） 

・阿寒ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

・帯広空港 

 

東京都 

・東京都（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ冊子） 

・東京都（防災ﾌﾞｯｸ） 

・東京都（交差点看板） 

・財務省（国債案内ﾊﾟﾝﾌ） 

・葛飾区 山本亭（館内案内） 

・ﾂｰﾘｽﾞﾑＥＸＰＯ（公式ﾊﾟﾝﾌ） 

・日本対がん協会（ﾊﾟﾝﾌ） 

 

・くらしの防災ガイド ４各国語 

広島県 

・宮島（観光ｻｲﾝ） 

千葉県 

・千葉ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ（ﾊﾟﾝﾌ） 

・かすみがうらﾏﾗｿﾝ（記録証） 

愛知県 

・名古屋ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ（ﾚｽﾄﾗﾝﾒﾆｭｰ） 

・愛知教育大学 ものづくりﾌｪｽﾀ（ﾊﾟﾝﾌ・ﾎﾟｽﾀｰ） 

兵庫県 

・姫路市（観光ﾊﾟﾝﾌ） 

・伊丹酒造ﾐｭｰｼﾞｱﾑ（ｻｲﾝ） 

島根県 

・出雲縁結び（観光ﾊﾟﾝﾌ） 

宮城県 

・仙台市 瑞鳳殿（観光ｻｲﾝ） 

・公明党宮城県本部（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 

新潟県 

・妙高市（観光ｻｲﾝ） 

サンライズツアーパンフ 

青字：採用に向けて商談中 

滋賀県 

・比叡山延暦寺（観光ｻｲﾝ） 

・日吉大社（観光ｻｲﾝ） 

・西教寺（観光ｻｲﾝ） 

長崎県 

・佐世保市（観光ｻｲﾝ） 
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 印刷媒体及びパネル・標識の多言語サービス 
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京都市 観光施設の標識に採用 

環境庁 

満喫プロジェクト 

採用 

警視庁 

信号機標識 

・時計台 

・北海道開拓村 

・釧路一帯 

  観光エリア 

・佐世保 

 

・延暦寺 

・日吉大社など神社仏閣の標識 
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■Uni-Voice 展示関連の多言語サービスの展開 

札幌時計台資料館 

[日本語/英語/簡体字/繁体字/韓国語] 

・札幌時計台Webサイトでの告知 

 http://sapporoshi-tokeidai.jp/ 

 

・Uni-Voice導入告知チラシの配布 

協力：小林クリエイト株式会社 
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■Uni-Voice 展示関連の多言語サービスの展開 

旧三井家下鴨別邸 
 

[英語/簡体字/繁体字/韓国語] 
協力：株式会社 Jプロデュース 
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■Uni-Voice 展示関連の多言語サービスの展開 

伊丹酒造ミュージアム 

協力：株式会社 Jプロデュース 

・パンフレット[Sake Brewery Guide] 
[英語/簡体字/繁体字/韓国語] 

・ミュージアム内展示パネル 
[英語/簡体字/繁体字/韓国語] 
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■観光地での活用イメージ （メタルフォト印刷） 

新規設置に比べ 大幅なコスト削減 
環境に優しい 建築規制もクリア 

金属プレートへのコード印字も可能  
 
耐用年数20年以上 
米国航空宇宙産業で外壁看板等で利用 

Our Town, urbanization area of Kushiro-cho (mainly 

areas such as housing are concentrated) is, 

There is only about one-fiftieth of the administrative area, 

we have three-quarters of the area of the town in most 

forest become a forest area. 

滞在時間の延長 
日本文化歴史に対する理解向上 
↓ 
地域消費拡大に貢献 

I can 
understand! 

耐候性20年 
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■Uni-Voice Wi-Fi環境がない神社仏閣・国立公園標識等の多言語展開 

メタルフォト製品 

Itsukushima Shinto Shrine 

Hatsukaichi, Hiroshima Prefecture Miyajima-

cho 

Itsukushima Shrine, Shrine of Itsukushima in  

Hiroshima Hatsukaichi. Shikinai-sha, Aki 

countries  

Ichinomiya.  

Old Shakaku In Kannusa Nakayashiro, 

Appendix shrine  

 

嚴島神社 

広島県廿日市市宮島町 

嚴島神社，嚴島在廣島縣廿日市市宮。 

Shikinai莎，安藝國宮。老Shakaku在Kannusa 

Nakayashiro，神社協會現在的附錄聖地。 

Kamimon的“KenKaryo雙六角三個主要”。我
也被打成古時“伊藤岐島神社”。這是嚴島神社
在全 

 

이츠 쿠시마 신사 

하 쓰카 이치, 히로시마 현 미야지마 쵸 

이쓰 쿠시마 신사, 이츠 쿠시마 신사에 

히로시마 현 하츠 카이 치시. Shikinai 샤 아키 

국가 

이치 노미야. 

Kannusa Nakayashiro, 부록 신사에서 오래 

・耐候性25年の金属パネルで、 
 今ある看板を多言語サービス！ 

比叡山延暦寺、日吉神社等に採用 
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■警視庁信号機多言語標識に採用 
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各種案内看板標識 

視覚障害者及び外国人
向け移動支援 

Ｕｎｉ-Ｖｏｉｃｅアプリで、 

①位置情報多言語読上
げ 

②信号機押ボタン  

 遠隔押下する機能 

 beacon双方向通信 

金属パネルへの印刷 
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■布製品の多言語音声サービス製品 
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■ラベルプリンター対応 簡単Uni-Voice多言語作成アプリ 

ラベルプリンター対応のUni-Voice多言語サービス製品 

音声コード Uni-Voice 

スマートフォン 

Uni-Voiceアプリ 

ラベルプリンター 

協力：株式会社 グレープシステム 

店舗の棚札、お薬手帳の薬剤情報
シールなど、ラベルプリンターで簡単に
Uni-Voiceコードを出力！ 



４ 

市長部局 

総務部  

政策開発部  

財務部  

税務部  

市民部  

文化スポーツ部 

生活環境部  

保健福祉部  

こども部  

農林部  

産業観光部  

建設交通部  

都市整備部  

下水道部  

会計課  

教育委員会・水道局・その
他部局 

教育委員会事務局教育総
務部  

教育委員会事務局学校教
育部  

水道局  

議会事務局  

選挙管理委員会事務局  

農業委員会事務局  

監査委員事務局  

 情報発信各部署 

周知用 

一般印刷物 

窓口での発行文書 

 

住民票、印鑑証明 

水道料金 
各種証明書等の発行 

一斉印刷発送文書 

納付納税通知 

国民年金 

医療費 

水道料金 

福祉サービス通知 

選挙入場券通知 

等の 

個人情報通知文書 

行政から発出するあらゆる文書・印刷物媒体を 

目の不自由な方にも共有して利用できる 

インフラ環境を作るための実証実験 

郡山市ユニバーサルコミュニケーションに向けた実証実験 

 対応製品を無償提供 

 JAVISが環境構築をサポート 

導入目的効果 

視覚障害者
自身の情報
アクセス保障 

職員の窓口での
読上げ代読負担
の軽減 

ご家族の代読負担 

の軽減 

読取補佐 

データをユーザーに
転送保存活用 
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１ 
２ 

３ 

４ 

読上げ代行 

負担軽減 

参考資料 



視覚障がい者に係わる情報環境とニーズ（中間報告） 

視覚障がい者及
び文字が読みに
くい方 

 
（障害者手帳保有者の  

 約5倍との統計調査） 

 サポート者 

 

移動支援ヘルパー 

家事支援ヘルパー 

ご家族 

平成27年度厚生労働省自立支援機器開発実証実
験及び 

郡山市音声コードUni-Voice導入実証実験中間報告
からの考察 

①お金、プライバシーに関す  

 る情報を他人に読んで欲しく  

 はないが仕方がない。 

②印刷物等の情報は、移動支 

 援・家事支援時に代読しても 

 らっている。 

③家族に代読してもらってい 

 るが時間的にお互い気兼ね 

 するし喧嘩になることもある。 

④時間的に概要のみの読上げ 

 になってしまう。 ①家事支援時に、ほぼ毎 

 回、郵便物等代読を依 

 頼される。 

②家事支援時間のほと 

 んどを代読する時もある。 

③ほとんどの視覚障がい者 

 から代読依頼がある。 

①全ての印刷物、文書を点字で提供する 

 ことは、時間的・予算的に不可能である。 

②窓口でのプライバシーに関する代読は、人 

 に聞かれないよう配慮しなければならない。 

③人に読んでもらうことを前提にプライバシー 

 に関する情報を郵送物等で送ることは、情報 

 漏えいを黙認していることになる。 

移動支援・家事支援の公的予算で、本来の
目的とする支援時間を削って読上げ代行を
行っている。 

目に見えない大きな経済的損失になっている。 

  情報提供者 
  点字利用者約10％ 

 

 行政・公益団体 

 事業者等 

 自治会・サークル 

ほとんどの視覚障害者は、 

代読に頼っている現状に
ある。 
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 ①居酒屋やレストランのメニューにUni-Voiceコードが印刷されると自分で   
  注文が出来る。自分で選んで注文がしたい。(40代、1級) 
 

 ②コンビニやスーパーのレシートが読み取れるようになるとレジでの間違  
  いに気づく。お金の管理がしやすくなり、家計簿が作れる。(40代、1級) 
 

 ③病院の診察予定を音声メモしないで済む。(50代、2級) 

 ④会社や学校の配布物が読めるようになる。小さい字で読めないので困ってい 
  た。保護者会の時に配られる資料が見えなくて困っていた。(40代、2級) 
 

 ⑤個人情報が関わる印刷物は、対面朗読を拒否される場合があったが自分で読 
  めるようになる。(30代、1級) 
 

 ⑥印刷物は、すべて自宅に持ち帰り拡大読書機で読んでいたがその場で読める 
  ようになる。(30代、1級) 
 

 ⑦印刷物は、すべて家族が対面朗読をしていたが、自分で読めるようになり、 
  時間的精神的負担が減る。(３０代、２級) 

 視覚障がい者からの音声コード導入による評価 
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(1)専用機ではなく、広く一般に普及している機器(スマートフォン)を障害者  
 情報端末にすることの成果。 
 

アプリ配信により配布が容易になる。また無料配信を行う事で利用者の費用負担が
なくなる。(事前に申請しなくても必要になった時点でアプリをインストールするこ
とが可能で、家族や支援者の費用負担も軽減される) 

 
家族や支援者がスマートフォンを所持している場合は、視覚障がい者自身が機器を

持っていなくても必要な時にすぐに利用出来る。 

(周りの人が持っているスマートフォンでUni-Voiceコードを読み取り、視覚障がい者
が持っているパソコンやガラ系の携帯電話に送信することが可能) 
 
 

(2)対面朗読の負担軽減 

自治体等、個人情報の関係で対面朗読を拒否されていた文書情報の取得が可  
 能になる。(対面朗読を依頼せずに自身で確認が出来る) 

 
対面朗読より、文書情報の伝達が、時間的にも精神的に軽減する。 

 (対面朗読の依頼ではなく、Uni-Voiceコードの読み取り依頼が出来る。) 

 
(3)スマートフォンで印刷物情報がデータ化される成果 

スマートフォンで文書管理が行える。(ペーパレス化) 

電子メールなどで読み取った文字情報が伝えられる。 

音声コードUni-VoiceＢＬアプリの導入成果 
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Uni-VoiceＢＬスマホアプリ操作実証評価 
平成27年度厚生労働省障害者自立支援機器等開発実証評価報告書より 
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音声コードＵｎｉ-Ｖｏｉｃｅ導入プロジェクト提言 

１．全職員のパソコンに、音声コード作成アプリ（Javis Appli）を導入 

 一般印刷物・通知文書に、音声コードを貼付できる・・・・ 

                         ・・・・・・・当協会が音声コード作成ソフト無償貸与 

２．水道料金のお知らせに、音声コードを貼付できる。・・・・ 

                   ・・・・・検針ターミナルに音声コード作成ソフト組込 

                       水道局システムベンダーが開発提供する。 

３．納税通知、福祉サービス通知、選挙通知、証明書に、音声コードを貼付できる。・・・ 

                  ･････行政システムに音声コード作成ソフトを組込 

                      行政システムベンダーが開発提供する。 

４．医療機関への導入 

  ・・・・・・自動精算機、予約券発行機からの帳票、医薬情報に、音声コード貼付できる。 

          システムベンダーが開発提供する。 

５．視覚障害者への情報提供と外国人向け情報提供を併用活用できる。 

   ・・・・・・・Uni-Voice多言語サービスができる。 
63 



64 





66 

Uni-voice NAVI blind 次期開発アプリ 
二次元コードに入力されてい
る座標値データ及び連番か
ら 

電子地図上に任意の位置に
自動ルート表示、会場の入
口まで設定できる。 

ルート上のポイントで多言
語テキスト及び多言語音声
で案内ができる。 

Uni-VoiceNaviアプリ 

Uni-VoiceＮＡＶＩコードの生成 

ルート設定で 

 ・方向 

 ・距離を 

自動案内。 

二次元コードに
入力する為の 

・フォーマット 

・タグ設定 

・文字コード 

などの規定。 

標識・看板 

パンフレット・チラシ 

各種印刷物 

ポイント案内 

・ＧＰＳ 

・ビーコン 
ＤＢサーバー 



Uni-voiceNaviコード格納情報 
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NO 項目 表記例 備考 

１ コース名称 多言語 

2 ルート番号 

3 ポイント名称 多言語 

4 ポイント番号 

5 ポイント座標 

6 誘導情報 
（バリアフリー） 

多言語 

7 ビーコンID 次世代PICS対応交差点 

8 その他情報 次世代PICS対応交差点の連動
情報 

多言語 



地図画面（通信時のみ） 

コースの地点を線で表示 

戻る MENU 

最新の現在地を表示 

周辺情報があれば、ポイントを表示 

地図は、GoogleMapを想定 

通信していない時は、画面の
表示なし 
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コース画面 

愛宕山と政治の中心を歩く 

出発地点 
都営線御成門A6出口 

御成門交差点横断歩道 
渡った地点 

北 100M 

芝公園3丁目歩道橋手前 
地点 

左に曲がる 50M 

到着地点 
愛宕神社境内 

左に曲がる 100M 

コースの名前 

地点の名称、タッチでその地点の 

誘導画面へ遷移 

距離と方向を表示。 

出発地点は、方角を表示 

地図画面へ遷移（通信時） 

戻る MENU 

地図表示 コース開始 

ス
ク
ロ
ー
ル 

チェックインした地点は、表示色を変
える。 
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コースを設定した画面（非通信） 

ジャイロ 
コンパス 

｛ポイント名｝まで100メートル進む 

進行方向横断歩道は、ピオピオがなっ
たら渡れます。 

コンパス機能 

矢印を0時の方向に合わせると、次のポイ
ントまでの方角になる。 

矢印を0時に合わせるとバイブと音響が鳴
動する。 

 

信号機ボタン 

路側機と通信している間、ボタンが押せる。 

次世代PICS対応交差点に進入した時、 

登録してある交差点名、信号灯情報を
表示する。信号灯情報は、リアルタイム
に表示する。 

次の地点の名称と距離 

方向と現在地からの距離を表示 

コードにバリアフリー情報があれば表
示する。 

GPS誤差10M 

MENU 
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NAVI情報 

交差点付近です。 

青になるまでお待ちください。 

 

信号情報 

Uni-voiceNAVIBlind 

信号機 
登録 

コード 
SCAN 

コース 
情報 

コース 
呼出し 

信号機ボタン 

MAP 



音声コードUni-Voice導入サポート 

  ・都道府県市町村職員向け研修 

  ・日常におけるサポート 

  ・印刷会社・企業へのサポート 

  ・NPO・ボランティア研修サポート 

  ・機器の選定、販売代理店の紹介 

  ・国機関行政・業務系システムへの導入サポート 

 

  ＪＡＶＩＳは、音声コード普及事業の一環として、      
地域に根ざした活動をサポートします。 

71 ご清聴、ありがとうございました。 


