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視覚障がい者音声誘導と
様々な信号機
Voice Guidance and Various Signals for Blind People
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1.

はじめに

近年我が国では，世界に例を見ない早さで高齢化が進

肢体不自由
1 760 000人
（50.5％）

んでいる。2020 年には 75 歳以上の比率が 15％を超え

内部障がい
1 070 000人
（30.7％）

ると推測される。このように急速な高齢化を背景に「高
齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
（バリアフリー新法）
が 2006 年に施行された。バリアフ

聴覚・言語障がい
343 000人
（9.8％）

リー新法は，高齢者・障がい者などの移動及び施設利用
時の利便性及び安全性の向上を求めるものである。この

視覚障がい
310 000人
（8.9％）
（総数：3 483 000人）

ような環境の中，より幅広い利用者へのサービスにおい

図 ‑1

障がいの種類別にみた身体障がい者数

て「使いやすさ」
「分かりやすさ」など，ユニバーサル
デザインの考えに沿った対応が求められている。

2.

視覚障がい者の実態

厚生労働省の「平成 18 年身体障害児・者実態調査」
によると，身体に障がいをもつ方々は 348 .3 万人で
ある。身体障がい者の半数は肢体不自由者で 176 万人

そこで，視覚障がい者が，円滑に社会参加できるよう
に考案された電気設備
（音声誘導）
と視覚障がい者も利用
できるユニバーサルな信号機を幾つか紹介する。

3.
3.1

視覚障害者用音声誘導設備
音声誘導設備

（50 .5％）
，内部障がい者が 107 万人
（30 .7％）
，聴覚・

この設備は，利用者
（視覚障がい者）
が携帯する小型送

言語障害者が 34 .3 万人
（9 .8％）
，視覚障がい者が 31 万

受信機と，音声案内装置とで構成される。この音声案内

人
（8.9％）
となる
（図‑1）
。

装置を公共施設などの入口やトイレなどに設置する。

視覚障がいの内訳では，障害等級 1，2 級の割合が全

利用者が来館する際に，小型送受信機を携帯し，利用

体の約 60％と重度障がいが多く，60 歳以上を占める割

者が小型送受信機の押しボタンを押して情報をリクエス

合も全体の 70％となっている。

トすると約 15 m圏内に微弱電波が送信される。音声案

視覚障がいの情報として点字があるが，点字が触読で

内装置のアンテナがこの電波を受信すると，施設入口付

きる割合は 10％を下回っている。視覚障がい者は点字

近に組み込まれたスピーカから音声案内を放送するしく

に不慣れな状況であり，視覚に障がいをもたれている方

み。利用者はこの音声案内に対し，自分のいる場所と音

には，音声による情報提供が有効である。

声案内の位置から
①音源で 「方向」
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②音量で 「距離」
③言葉で 「内容，情報」
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が可能になるため，個々に異なった情報を提供すること
ができると考えている。また，次項で説明する感応式信
号機にも互換性がある。

4.

音響装置付信号機

4.1

音響装置付信号機

警察庁で全国的に設置されている。音響装置付信号機
写真 ‑1

音声案内装置の一例

は，視覚障害者用交通信号付加装置が付加された交通信
号機のことで，歩行者用信号機が青であることを視覚障
がい者に知らせるため，外部に接続したスピーカより誘
導音を鳴動させる装置である。この音響装置付信号機は，
盲学校や福祉施設・公共施設等，視覚障がい者の利用頻
度が高い場所に優先的に設置され，全国で約 14 200 基
が設置されている。誘導音には，擬音式が主で「カッ
コー」
（東西，若しくは主道路横断用）
と「ピヨ」
（南北，

写真 ‑2

小型送受信機

若しくは従道路横断用）
の音響が使用されている。この
誘導音の鳴動の方式としては，同種同時
（一方向と逆方

を確認できる
（写真‑1）
。

向から，同じ誘導音が同時になる。
）
，同種鳴き交わし
（一

音声案内の例としては…

方向と逆方向から，同じ誘導音が交互に鳴る。
）
，異種鳴

◆入口の案内例

き交わし
（一方向から誘導音「ピヨ」又は「カッコー」が，

「ピンポーン，○○○福祉センター入口はこちらで
す。
」
◆トイレの案内例
「ピンポーン，トイレはこちらです。男子トイレは
右側，女子トイレは左側です。
」
視覚障がい者の方にとっては，自分の意志により小型

逆方向から「ピヨピヨ」又は「カカッコー」が交互に鳴
る）
の三種類がある
（ただし，2003 年 10 月に警察庁から
擬音式の異種鳴き交わし方式を整備するよう通達が出さ
れたため，同種同時方式，同種鳴き交わし方式の音響信
号機は，更新の際に置き換えられ，徐々に姿を消しつつ
ある）
。

送受信機のリクエストボタンを押し，音声案内を受けら

4.2

れることで，自分の情報として認識ができて分かりやす

この信号機を作動させるには，この近くに設置され

いということになる。
3.2

小型送受信機

バリアフリー対応信号機

ている押しボタンを押すことになる。はたして目の不自
由な方にこの押しボタンを押すことが容易でしょうか？

1990 年に音声標識ガイドシステム用の利用者端末と

そこで前述しました小型送受信機，すなわち「歩行時間

して開発し，全国統一規格で 312.45MHz発信する送信

延長信号機用小型送信機」である。視覚障がい者が，信

機である
（写真‑2）
。

号機に設置された押しボタンを探すことなく，この送信

1997 年には，旧厚生省より日常生活用具給付対象品

機で離れた位置から遠隔操作ができるようになった信

の「歩行時間延長信号機用小型送信機」という項目で指

号機がバリアフリー対応信号機
（視覚障害者用音響信号

定された。

機・高齢者等感応式信号機）
として整備が進められてい

この小型送受信機は，自治体等の施設に設置された

る。視覚障害者用音響信号機では利用するときのみ誘導

音声誘導設備
（全国約 2 000 物件）
で音声案内を利用する

音が鳴動し，高齢者等感応式信号機では歩行者用信号の

ことができる。また，小型送受信機には受信機能があり，

青時間を延長することができる。

音声案内エリアに入ると「ピーッ，ピーッ」と反応し，
利用者に通知する「お知らせ機能」も備えている。
小型送受信機も現在，アナログからデジタルへの移行
中で，それに伴い，音声誘導設備もIDを読み込むこと
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このように，青信号の時間が長くなり，歩行横断時間
が延長できるなどの場合，視覚障がい者のみならず，高
齢者や肢体不自由な車いすの方など今後幅広く利用でき
ると考えられる
（写真‑3）
。
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写真 ‑3

バリアフリー対応信号機

（押しボタンか発信機の電波を受信すること
により，音響が流れ，青信号が延長する）

4.3

新しい信号装置

また，最近になって LED
（発光ダイオード）
ライトを
使った新しいタイプの信号装置が「高齢者・視覚障がい

写真 ‑4

LED 付き音響信号装置（埋込型）

者用LED付き音響装置」として実証実験を行い実用化
を目指している
（写真 4，5）
。
まだ，この装置には前述した発信機での遠隔操作の機
能はないが，押しボタンによる青信号延長などができる。
さらにLEDライトを使った信号表示灯があり，上が赤
信号，下が青信号になっている。赤信号は 20 個のLED
ライトを長方形に並べ，青信号は 25 個のLEDライトを
円状に配置しているため 「赤は長方形，青は円形に光
る」と覚えておけば，色の識別が困難な弱視者の方も横
断歩道を渡ることができる。このLEDライトは歩道側，
車道側両側に設置されており対岸より見ることはもちろ
んのこと，手前の歩道からも見ることができる。このよ
うに識別を容易にできる工夫がなされている。
現在，一般的に設置されている歩行者用信号機は，歩
行者から見て設置場所が遠く，頭よりも高いところにあ
る。そのため弱視者や高齢者らが信号の表示を確認する
のが困難であった。さらに，反射板の裏側から照らす従
来の信号機では，日光が直接，反射板に当たると，赤信

写真 ‑5

LED 付き音響信号装置（抱え込み型）

号なのに青信号もついているように見える状態が起こる
こともあった。
これに対し，LED 付き音響装置では，反射が少ない
上，地面から 90 cmほどの高さに表示灯の位置があるた

る。
「パラメトリックスピーカ」という超音波を使った
新型 を開発している。この 新型 についても実証
実験を行う予定とのこと。

め，高齢者や子供にも信号が確認しやすい。さらに，こ

その最大の特徴は，誘導音が伝わる範囲を横断歩道の

のLED付き音響装置の音響装置の改良も進められてい

幅に限定できる指向性と，音源から離れた位置にも，一
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定の音量を保った状態で誘導音を伝えることができる点
だ。

③利用者の携帯する「端末」と赤外線発信装置による
信号機からの情報取得

従来の音響信号機のスピーカでは，音が均等に周囲へ

④専用ステッカーを貼った白杖とそれを検知する白

広がり，誘導音が四方に伝わる。また，音源から離れる

杖センサによる信号機からの情報取得（高機能型

ほど伝わる音量は小さくなるため，遠くまで音を届ける

PICS）

には，大きな音を出す必要があった。このため，音響信

①は，前述した。②は「ここは○○交差点です。
」③

号機が設置されている交差点では，近隣への騒音に対す

は「信号が青に変わりました。横断歩道を渡れます。
」

る配慮から，夜間などは誘導音を停止しているところが

という情報が手元の「端末」から聞くことができる。④

多く，視覚障がい者らが利用時間延長を求めている。

は「ここは○○交差点です。
」という情報が信号機から

これに対し，パラメトリックスピーカは誘導音の伝わ

聞くことができる。しかし，赤外線発信や白杖センサは，

る範囲を横断歩道の幅に絞って，一方向に発信すること

前に人などの障害物がある場合など検知しない場合があ

が可能である。スピーカを正面に約 6，7 m離れた場所

り，FM電波では混信防止のために受信できるエリアが

からも誘導音がはっきりと聞き取ることができる。その

広くとれないことや，すべての機能を利用する場合には，

反面，左右に 3 mほどずれた場所では誘導音はほとんど

幾つもの端末をもたなければならないなどの改良点も見

聞こえなくなる。

受けられる。

視覚障がい者が，まっすぐ横断歩道を渡るには大いに
役に立ちそうだ。

警察庁は，2001 年度に全国 20 都市の各地区 20 か所，
合計 400 か所の交差点に試験設置している。また，信

ただ，複数の人間が前を歩いていた場合などの誘導音

号機の様々な方式は，どれを採用するかは各都道府県警

の聞こえ方であるとか，弱視者には対岸にあるLEDラ

察の裁量に任せられており，異なる方式の音響信号機が

ンプは見にくいと思われるので，手前にあるLEDラン

同じ地域に存在することも多い。こういったことを解消

プは手元で見やすくなどの工夫が必要と思われる。

し統一化していくことが，今後の課題の一つになりそう

まだまだ改良点は多いにせよ，幅広く利用者にやさし
く対応できるように考慮されてきていることは間違いな
い。
4.4

PICS：歩行者支援信号

である。

5.

おわりに

本稿では，視覚障がい者用の音声誘導装置や信号機を

ほかにも警察庁の取り組みの一つとして，PICS
（歩行

紹介させていただいたが，信号機などはバリアフリーと

者支援情報通信システム）
がある。この信号設備は，4

いう観点から，少しずつだが高齢者，肢体不自由者，子

種類のシステムで構成されている。

供たちなどにも「使いやすい」
「分かりやすい」設備に

①利用者の携帯する「端末」とFM電波による信号機
の操作（前述）
②利用者の携帯する「端末」とFM電波による信号

なってきていると考える。
こういったことが進められていくことにつれて，障
がい者などの自立と社会参加の実現を促進するとともに，

機からの情報取得（標準規格 ARIB STD‑T68

安全でかつ安心してだれもが暮らせる社会を目指した

2001年9月策定による）

「ユニバーサルなまちづくり」へと展開できると思う。
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