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ひとにやさしいパソコン教室をめざして
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2009年11月15日 MN_takatsuki

大阪府障がい者ＩＴサポーター養成研修会

障がい者の人権について

ホームページを読む

Windowsのアクセシビリティについて
視覚障がい者のパソコン環境

点訳のしくみ
お点ちゃん（点訳ソフト）

メールを送受信する
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障がい者の人権について

決める【エピソード】

決める【発展編】
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障がい者の人権

障がい者の「自立生活」と「バターナリズム」

障がい者の自立生活とは、障がい者が施設や親元でない（アパー
ト）のような場所で、必要な介助を得ながら「自分の生活を自分
で決めて」行う生活のこと

「バターナリズム」
「保護主義、父権的温情主義」

社会的に弱い立場にいる人（とりわけ障がいを持つ人や子ども
等）を「自分で決める力のある一人前の人間」として見ずに「保
護すべき存在」として扱ってしまう考え方

「その人にとって、何が一番いいか」を他の人が決めてしまう
障がい者＝無力な人と見方を固定してしまう

私自身が悔しい思いをしたり、誰かを傷つけてしまうことがある。
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障がい者の人権
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障がいのとらえ方と認識

 人権とは、誰もが生まれながらにしてもっている
権利で、人間が人間らしく生きていくための、誰
からも侵されることのない基本的権利
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誰もが平等で明るく幸せに生活できる共生社会を築
くために、お互いの人権を尊重し、自分の権利と同
じ様に他人の権利も認め合って行くことが大切

障がい者の人権

人権感覚を身につけるために（１）

（１）障がいのとらえ方と認識

障がいをその人個人の問題(個人因子）としてとら
えるのではなく、文化・社会的関係の中に存在す
る問題（環境因子との関連で）ととらえ、社会全
体の課題と認識することが大切である
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障がい者の人権

人権感覚を身につけるために（２）

（２）一人一人の違いの理解

それぞれの価値観や一人一人の違いを認め、違いや
個性を尊重できるように心がける

（３）自己選択、自己決定の尊重とその支援の工夫

障がい者自身が自分で「選ぶ」「決める」ことを尊
重し、そのために必要な支援の在り方を工夫する
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障がい者の人権

人権感覚を身につけるために（３）

（４）活動と参加の促進
地域活動などに積極的に参加して行くために必要な条
件や支援は何かについて考えていくことが大切である。
必要に応じて、ネットワークづくりや人間関係づくり
に取り組むことも大切である。

（５）思いやりの感性
支援の必要な人の思いや願いを共有、共感できる完成
を磨いていくことが大切である

★わかった気持ちになるのではなく、その方から学ぶ姿勢
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障がい者の人権
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人権感覚を身につけるために（４）

（６）差別や偏見への気づきとその対応

障がい者に対する差別や偏見の問題に早く気づき、そ
の解決に向けて冷静に、かつ、迅速に対応していく行
動・実践力を身につけていくことが大切である。

★パソコンは障がい者の障害機能を補償し、能動的活動
を引き出す可能性を秘めた道具

★その機能を利用して、障がいのある人の能力を引き出
す道具にするためにも、障がいのある人のパソコン利
用について正しい認識をもつ必要がある。
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障がい者の人権

ホームページから広がる世界

ホームページの閲覧ソフトで読む
（ショートカットキーで

フォーカスした部分について読み上げるソフト）

ホームページリーダー（日本IBM）･･ＸＰ対応のみ

ネットリーダー+PC  Talker(高知システム）
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ホームページを読む

毎日新聞ユニーバーサロン
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ホームページを読む

読みたい場所にフォーカスするショートカットキー

【Tab】･･･次のリンクにフォーカス

【Shift】＋【Tab】･･･前のリンクにフォーカス

 【Alt】＋←･･･前のフォルダを表示

 【Alt】＋→･･･次のフォルダを表示

 【Alt】･･･メニューバーにフォーカス

【Alt】＋D=【F6】･アドレスバーにフォーカス

 【Alt】＋Space･･･Windowのショートカット
メニューを開く
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ホームページを読む
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ユニバーサルデザインを採用したホームページ

ユニバーサルデザインとは
すべての人が利用しやすいように配慮されたもの

例えば

大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/
大阪障害者自立支援協会ホームページ
http://www.daisyokyo.or.jp/
毎日新聞ユニーバーサロン
http://www.mainichi.co.jp/universalon
アイリンク
http://www.eyelink.jp/
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ホームページを読む

WINDOWSのアクセシビリティー

 【accessibility】
近づきやすいこと。物を得やすいこと。また、道具などの
使いやすさ、情報やサービスに対する利用のしやすさ

 コンピュータの簡単操作センター
（Windows Vista)

http://www.microsoft.com/japan/enable/

 ユーザー補助のオプション（従来）
http://www.microsoft.com/japan/enable/training/de

fault.mspx
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Windowsのアクセシビリティ

障がいのある人のパソコン操作を助けるWINDOWSの機能

 固定キー機能
【Shift】【Ctrl】【Alt】【Windowsロゴ】
キーを固定する

 マヒがあるために片手しか使えない
あるいは、
頭にスティックをつけてキーボードを押さえるような場合、
上記の装飾キーと他のキーと組み合わせて入力することがで
きないので、
固定キーは装飾キーを押した状態に固定することができます。

15

Windowsのアクセシビリティ

固定機能キー設定方法
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設定方法（ショートカットキー操作）

【Shift】を５回押し、固定機能をオンにす
る（またはオフにする）

Windowsのアクセシビリティ
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画面右下のタスクトレイの中に「固定キー機能」の
アイコンが現れ、この機能が使えるようになります。

Shift

Ctrl Windows Alt

割当てキー
Windowsのアクセシビリティ

固定キーの操作１

 補助キーを1回押すと、

 その補助キーが1回限りのロック状態になる。

 この時にキーを押すと、ロックした補助キーとそ
の時に押したキーが同時に押されたことになる。

 例えば [Shift] [a] と押すと、[Shift]+[a]=[A]
 ロックが有効なのはキー1回分のみ

 [Shift] [a] [b] [c] と続けてキーを押した場合は、
[A] [b] [c] と入力される
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Windowsのアクセシビリティ

固定キーの操作２（例外）

 例外は補助キーがさらに続けて押された場合で、例えば
[Ctrl] を押した後に [Alt] を押すと、この場合は [Ctrl] の
ロックは外れず、[Ctrl] と [Alt] の2つがロックされます。
その後、補助キー以外のキー、例えば [Del] を押した場合、
[Ctrl] [Alt] [Del] = [Ctrl]+[Alt]+[Del] の3キー同時押しが入
力される。

 次にこれも重要な機能ですが、同じ補助キーを2回連続して

押すと、その補助キーがロック持続状態になり、キーを押
してもロックが外れなくなる。[Shift] [Shift] [a] [b] [c] と
押した場合は、[A] [B] [C] と入力したことになる。この

ロック持続を外したい時は、もう一度補助キー、この場合
は [Shift] を押せば外れます。[Shift] [Shift] [a] [b] [Shift] 
[c] = [A] [B] [c] という具合に・・・
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Windowsのアクセシビリティ

固定キーの操作３

 ロックの状態を切り替える度に、その時のロック
状態に応じた種類の音が鳴るので

（設定で、「Ctrl、Alt、Shiftキーを押した時に音を鳴らす」
のチェックボックスをチェックした場合）

 ボリュームを上げ、スピーカから音が出てくる状
態にしておいた方がよい。
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Windowsのアクセシビリティ
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ショートカットキーで操作しましょう

固定キー機能
をオンにする

スタートメ
ニューを表示

する

Wordを立ち上
げる

Wordを 小化
しておく

Excelを立ち
上げる

Excelを 小
化しておく

小化した
Excelを元の
状態に戻す

小化した
Wordを閉じる
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Windowsのアクセシビリティ

ショートカットキーで操作しましょう

【Shift】ｷｰを

5回押す

【Ctrl」+【ESC】

または
【Windows】

3回押す

↓でWordを選択
【Alt】

+[space]+[N]
で 小化

↓でExcelを選択

【Alt】
+[space]+[N]

【Alt】+[Tab」
+→で開いている項目

を切り替える

【Alt】
+[Tab」+[C]

22

Windowsのアクセシビリティ


