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公共交通利用における移動支援情報の提供システムモデル構築
㻱㻳㻲Ἢெ䜄䛧䛴᱄හ᥆㐅䝑䝇䝌
䚭⌦㛏䚭䚭䚭䚭ᒱ⏛䚭ක⏍
概要

交通機関のバリアフリー情報に対する高いニーズに対応するため、全国地下鉄駅の構内バリアフリー
マップをWEBで公開し、
より利便性を高めるためモバイル対応や冊子化を推進。
これらの利用者評価に
基づくユニバーサルデザインに向けた改善と、他社連携によるバリアフリー情報の整備普及を図っている。

目的

公共空間のバリアフリー化については、施設整備は進められているが、それらの施設利用のための案内
情報整備は遅れており、喫緊の課題である。案内情報整備においては、障がい者などの移動制約者等への
対応として狭義に捉えるのではなく、全ての利用者への移動支援に結びつく情報整備の視点が求められ
る。超高齢化社会の到来を見据えた、交通機関間移動をシームレスに案内するシステムの実現が求められ
ているのである。
我々のプロジェクトは、ユニバーサルデザインにもとづく案内情報提供モデルを開発し、その導入展開と
運用検証を通じて、真に利用者にとって使いやすい案内情報環境を提供することによって、障がい者を含
む全ての人の自立的移動を支援するとともに、今後の案内情報整備における有意なモデルとならんことを
願うものである。
我々は、以下のように現況課題の構造を捉え、諸課題に対してデザインオリエンテッドで解法を検討、
具体的に取り組みを行っている。

1.事業者間における移動支援の案内課題

シ䛾䛴ㄇᑙ䜹䜨䝷シ⨠䛒䛭䛈䜐䚮᱄හ䛴㊂Ⓩᩒങ䛮

䚭ฺ⏕⩽䛱䛮䛩䛬䛴᱄හሒ䛴䜕䛑䜐䜊䛟䛛䝿ฺ⏕䛝䜊

䛊䛎䜑䚯⛛ິโ⣑䛱䜎䜐ฺ⏕ྊ⬗䛰⤊㊨䛵␏䛰䜑䛙䛮䛑

䛟䛛䛴䛥䜇䛱䛵䚮㒌ᕰ䜊ᴏ⩽䛒␏䛰䛩䛬䜈ୌᏽ䛴භ㏳

䜏䚮ౚ䛎䛶⤊㊨㏭୕䛱ṹᕣ䜘ྱ䜆⤊㊨ㄇᑙ䛰䛯䚮シ䛴

ᛮ䛒☔ಕ䛛䜒䛥⾪⌟䜊හᐖ䛒ᚪこ䛭䛈䜑䚯Ꮛ䛴䝋䜺䜨

ㄇᑙ䜹䜨䝷䛒ᙸ䚱䛱䛝䛬⛛ິโ⣑⩽䛱䛵᭯ຝ䛭䛵䛰䛊

䝷䜻䜽䝊䝤䛭䛵䚮㜾㌬⣌䝿㌬⣌䛰䛯䛴⣌⤣䜹䜨䝷䛱䛐

⌟ᐁ䛒䛈䜑䚯

䛗䜑䜯䝭䞀䜷䞀䝋䜧䝷䜴䜊䚮ฝཾ␊ྒ䜘⏕䛊䛥ㄇᑙ䚮䝘䜳

䠅䟻⛛ິ᮪௲䛴␏䛰䜑ฺ⏕⩽䛾䛴⤊㊨ㄇᑙ䛒䚮⾪♟□┢

䝌䜴䝭䝤䛴⤣ୌฺ⏕䛰䛯䚮භ㏳Ⅴ䛵ୌずኣ䛕ず䜏䜒䜑䜈䛴

䛝䛰䛊䜹䜨䝷䝋䜺䜨䝷䜻䜽䝊䝤䛮䛝䛬䛴ゆỬ䛒ị䜇䜏

䛴䚮ᐁ㝷䛱䛵ኣ䛕䛴ெ䛒㏖䛩䛬䛊䜑⌟ᐁ䛒䛈䜑䚯㏖䛌䜵䞀

䜒䛬䛊䜑䚯

䜽䛴ኣ䛕䛵䚮ஹ㏳ᶭ㛭䛴ᥦ䜘䛵䛞䜇䚮␏䛰䜑᪃シ✭㛣

䚭䜄䛥᪁䚮㥈䛴䝔䝮䜦䝙䝮䞀᪃シᩒങ䛒Ᏸධ䛭䛈䛩䛥

䛾䛴⛛ິ䛱㝷䛝䛬⏍䛞䛬䛐䜐䚮䛣䛴ኬ䛓䛰ཋᅄ䛮䛝䛬䚮⛛

䜐᱄හሒ䛒㊂䛝䛬䛊䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮㝸䛒䛊⩽䜊ຐ⩽

ິ䛱ఔ䛊ᥞ౩䛛䜒䜑᱄හሒ䛒䚮⟮⌦䛟䜑ᴏ⩽䛴␏

➴䛱䛮䛩䛬䚮አฝ䛱㝷䛝䛬䛴䝔䝮䜦䝙䝮䞀ሒ䛴๑ථ

䛰䜑✭㛣䛴๑ᚃ䛭㏻⤾䛝䛬䛊䛰䛊䛙䛮䛒ᣪ䛘䜏䜒䜑䚯䝋

ᡥ䛵ᚪ㡪䛮䛰䛩䛬䛊䜑⌟≟䛒䛈䜑䚯ஹ㏳ᶭ㛭䛴ᥦ䛎䛒

䜺䜨䝷䝿⾪♟䜻䜽䝊䝤䛴⤣ྙ௧አ䛴᪁➿䛮䛝䛬䚮ᑊฌἪ䛵

ኣ䛊አฝ䛭䛵䚮䝔䝮䜦䝙䝮䞀ሒ䜘ị䜇䚱ᴏ⩽䛴

㻕䛪⩻䛎䜏䜒䜑䚯

㻺㻨㻥䜹䜨䝌➴䛭ㄢ䛿䜑ᚪこ䛒䛈䜑䚯

䠃䟻⛛ິ⤊㊨୕䛭㝼䛟䜑ᴏ⩽㛣䛴䚱䛴᱄හ䜻䜽䝊䝤

䠆䟻ኣᵕ䛰䝥䝋䜧䜦䜘㏳䛞䛥᱄හሒᥞ౩⎌ሾ䛴ᵋ⠇

䛭䛵䚮ሒහᐖ䜊䛣䛴⾪⌟䛱ᩒྙᛮ䛮භ㏳ᛮ䜘䛎䜑䚯
䠄䟻䝃䞀䝣䝎䝯䛰䛯䛴ኣᩐ䛴ᴏ⩽䛒㛭䛟䜑ኬ䛓䛰✭㛣

３.現況改善に向けた取組上の課題
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２.移動円滑化整備にともなう案内課題
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取組１ 「外出と交通の案内について」アンケート調査
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図1 はじめての場所への外出で不安な事柄（複数回答）
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図２ エレベータ利用時の迷い方（利用している鉄道の駅の案内で）
調査レポート http://www.annai.or.jp/project/enquete.pdf
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取組２ 移動円滑化案内のKeyコンテンツ開発
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図３ 移動円滑化案内図 らくらくマップ（例）
デザイン仕様http://www.annai.or.jp/project/map̲design.pdf
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取組３ Keyコンテンツのデザイン改善
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図４ 大阪版バリアフリー冊子の利用者評価
http://www.annai.or.jp/project/book1̲questionnaire.pdf

取組４ バリアフリー情報の提供と普及
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社会領域 ̲ 公共サービスシステム

公共交通利用における移動支援情報の提供システムモデル構築
Building a System Model that Offers Mobility Assistance Information
to Support Users of Public Transportation

都市や交通機関が異なっても
提供される案内情報に統一性を持たせる

案内における課題への対処 Solutions to the problems in giving guidance

移動円滑化を図る案内の標準化
Standardization of guidance for smoother mobility

Provide consistent guidance information
even when cities and transportation systems are diﬀerent
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