やさしいブラウザ™
やさしいホームページに手軽に変身！

文章の読み上げ、文字拡大など、利用者に「やさしい」。サーバーに導入する手間が少ないので、
ホームページ管理者に「やさしい」。みんなに「やさしいブラウザ」です。

ウェブ品質基準とは
「やさしいブラウザ」URL：

W3C

World Wide Web Consortium

WCAG2.0

Web Content Accessibility Guidelines

JIS X8341

日本工業規格

http://www.infocreate.co.jp/bf/easyweb/

皆様が開設、提供されているホームページは、
誰にも見やすく “やさしい” ページですか？
文字と画面と拡大表示
● 漢字のふりがな表示
● 文章を音声で読み上げ
● 読み上げ速度/音量も調整可能
● よりやさしい新型操作パネル
●

行間と文字間を調整可能/縦書き表示可能/ルーラー機能/ハイライト機能/分かち書き機能

●

ふりがな機能が文部科学省の「学年別漢字配当表」対応となりました。

Windows 7
®

ホームページの“バリアフリー化”を通して
ユビキタスネット社会の実現に貢献する『やさしいブラウザ』
「2010年ユビキタスネット社会の実現に向けて」をスローガンとする総務省の『 u-J a p a n政策 』。この施策に
代表されるように、今、社会のさまざまな場面で“情報のバリアフリー化”が急がれています。
『やさしいブラウザ』は、こうした流れを先取りし、高齢者や弱視者といった“情報弱者”の方々でも快適に視聴できる
ようにホームページを再編します。
しかも、ページ提供者にはほとんど作業負担なく、低料金で導入することを可能に
したサービスです。
誰もが“やさしく”欲しい情報を手に入れることができる、情報格差のない社会を実現するために、皆様のホーム
ページにぜひ『やさしいブラウザ』の導入をご検討ください。

『やさしいブラウザ』は、
日本IBMの開発によるアクセシビリティー支援ツールの全機能を、
わずかなコストで活用できる最新のサービスです。
『やさしいブラウザ』
は、
日本IBMが開発したウェブ閲覧支援ソリューション
『Easy Web Browsing（旧らくらくウェブ散策）』
の
※1
インフォ・クリエイツ社のOEMブランドです。ウェブ・サーバーへのインストール不要でご利用いただけるASPサービス も
ご提供しています。

『やさしいブラウザ』の特長
■ ホームページを閲覧する方にとっては —

■ ウェブサイト・コンテンツの多様化に対応 —

どなたでも無料で閲覧可能

PDFファイルの読上げ

ソフトウェアの導入作業が簡単で、
『やさしいブラウザ』を起動させるための

●

Adobe Acrobat 6.0以降で作成されたPDFファイルの読上げに対応
お使いのパーソナル・コンピューターにはAdobe Reader 6.0、7.0

「利用ボタン」をクリックしていくだけで、
どなたでも無料で利用できます。

あるいは8.0の導入が必要です。
PDFファイルを読上げるための要件は、下記のURLをご参照ください。

文字や画像を大きく、見やすく表示
文字や画像を最大600％まで拡大させて見ることができます。また、
利用者の

http://www-06.ibm.com/jp/accessibility/solution_offerings/
EasyWebBrowsing.html#n07

視力に適した文字色と背景色の組み合わせが選べます。難しい漢字には
“ふりがな”を付けることも可能です。
合成音声による文章の読み上げが可能
読み上げは音量、速度が調節できるほか、英語・中国語・韓国語などでの
読み上げも可能です（11の言語に標準で対応）。

■ ホームページの設置者/管理者にとっては —
プログラムの導入・設定は簡単
『やさしいブラウザ』のサービス提供開始にあたり、
プログラムの導入・設定は
簡単。
「利用ボタン」をホームページ上に設置するだけ、
という手軽さです。
PDFファイルの読上げ

起動アイコンの追加設置

多言語対応
●

「やさしいブラウザ」の起動アイコンは通常トップページに設置され

読上げに対応

ますが、
トップページ以外に起動アイコンを追加設置するサービスが
あります。
（※追加オプションとなります。）

多言語の読上げに対応するためには、HTML要素のlang属性の指定が必要です。
●

多言語の音声合成エンジンを「やさしいブラウザ」起動後に必要に応じて
ダウンロード/インストール

これにより、ご指定のページから「やさしいブラウザ」を利用できる
ようになります。

日本語、英語、韓国語、中国語、イタリア語、
ドイツ語、フランス語などの

●

ページ内言語切り替えに対応

追加設置の例
●

外国語ページ
（外国語に対応した起動アイコン、起動ページもご用意
できます。）

●

検索やブックマークなどから、
トップページを通らずに直接アクセス
される可能性が高いページ

※1 ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）サービス：
通常、
ソフトウェア（アプリケーション）は自社のサーバーやパソコンなどに導入して使用するのに対して、
ソフトウェア本体が他社のサーバーにあり、利用者はインターネットを介して、
ソフトウェアの「機能」だけを
購入、利用するサービスをASPサービスといいます。ソフトウェア自体の購入や導入/保守が不要である
ため、低額でソフトウェアを利用できるメリットがあります。

英語ページの読上げ

『やさしいブラウザ』によって、ホームページはこのように“やさしく”なります。

ここをクリック

『やさしいブラウザ』に対応したホームページにある

利用ボタン をクリックすると 使用条件の確認 ページに移動。
そこで

承諾する

を選択すれば、すぐに
『やさしいブラウザ』の

起動が始まり、サービスを利用できるようになります。
一度起動させると、そのページへのショートカット・アイコンがデスク
トップ上に作られるため、二度目からは、そのアイコンをクリックすれば
より“やさしく”、サービスを利用できます。

操作ボタン
詳細設定、ヘルプ
従 来 型 の 操 作 パネ ルに比 べ 、
ボタンのデザインをより分かり
やすくし、詳細設定・操作方法を
簡単に表示。

拡大
文字表示

文 章にポインターを重ね
ると、画 面 下 部 に文 字 が
拡大表示され、読み上げを
開始します。

読み上げの速度や
音量は、
このボタン
で調節可能。

文字や画像は最大
6 0 0 ％ まで 拡 大
可能。

ハイライト

十字線あるいは横棒を、マウス
ポインターの動きと連携して
表 示 。どこを読 んでいるのか
見失いにくくなります。

このボタンを押すごとに、文字
と背景色の配色が変化。お好み
の設定を記憶させておくことも
できます。

縦書き表示

読上げ箇所を4種類の方法でハイライト可能。読みやすさを支援します。

分かち書き
区切り文字は4種類（半角スペース、全角スペース、/、|）から選択可能。
文章の理解を支援します。

↑ 区切り文字は全角スペース

「拡大文字表示窓」に表示される文字を日本語にやさしい縦書きにする
ことが可能です。

やさしいブラウザ

読上げ（※１）

通常設定

６段階調整（一覧型詳細設定ページでは、13段階）

読上げ音量

５段階調整（一覧型詳細設定ページでは、10段階）

読上げ方法

一つの項目だけ読む、ページの終わりまで読み続ける

PDFファイル

対応（※２）

多言語対応

日本語、英語（米国）、英語（英国）、韓国語、中国語［簡体字、繁体字（台湾、香港）］イタリア語、
ドイツ語、フランス語、スペイン語、
ポルトガル語（ブラジル）
（※３）

閲覧画面の縮小と拡大

50/75/100/125/150/175/200/300/400/600%から選択

行間隔
読みやすさ支援

機能一覧

読上げ速さ

７段階調整

ルーラー表示

十字線あるいは横棒を、マウス・ポインターの動きと連動して表示。

配色変更

コンテンツの元の配色、青背景に黄色（リンクは白）文字、薄黄色背景に黒（リンクは青）文字、黒背景に黄色（リンクは白）文字

ヘルプ

使用方法を表示

印刷

閲覧ページを印刷

表示

配色変更

9種類（一覧型詳細設定ページでは、10種類）

拡大文字

読上げ中の文字の「拡大文字表示窓」への表示、拡大文字表示窓」の文字サイズと高さ変更

画面構成

操作パネル配置選択、スクロールバー幅選択、プルダウンメニューを展開する行数選択（5,8,10）拡大文字表示窓」の縦書き表示

読上げ

ページの読み込み後に自動的に読上げを開始させる。読上げ準備状況表示
文字間隔

詳細設定
読みやすさ支援

その他

ふりがな機能
（日本語ページのみ）

5段階調整
ふりがなの種類を「ひらがな」、カタカナ」、ローマ字」から選択
表示学年を選択可能（「文部科学省学年別漢字配当表」対応）
● ふりがなを表示する画面を選択可能
（「ブラウザー画面」
「拡大文字表示窓」）
●
●

分かち書き

4種類（半角スペース、全角スペース、/、｜）の区切り文字

ハイライト

4種類（反転、枠で囲む、上下を隠す、文字の周囲を隠す）

効果音

3種類から選択、リンクを読上げるときに効果音を鳴らす、効果音の音量変更

その他

デスクトップに起動アイコンを作成する、マウスドラッグで画面をスクロールする

サーバーおよびネットワークへの主な負荷: 初回ユーザー・アクセス時に1ユーザーあたり、約10MBのダウンロードの発生（※4）
※1 人名・地名や固有名詞などの読み間違いへの対応は「読み替え変換辞書」機能とウェブ・コンテンツ側の<RUBY>タグ
（Simple rubyにのみ対応）
があります。
※2 P
 DFファイルを表示できる
「やさしいブラウザ｣のクライアントの種類は、PCクライアントのみです。PDFファイルの表示には、PCクライアントに次のいずれかのソフトウェアが導入され、Microsoft Internet
ExplorerからPDFファイルを正常に閲覧できるように設定されている必要があります。
［Adobe Reader 6.0/7.0/8.0（アクセシビリティ・サポートあり）あるいはAdobe Acrobat 6.0/7.0/8.0］その他
PDFファイルを読上げるための要件は、右記のURLをご参照ください。http://www-06.ibm.com/jp/accessibility/solution_offerings/EasyWebBrowsing.html#n07
※3 2011年6月現在のものです。対応言語は事前の予告なしに変更する場合があります。言語切り替えには、
ウェブ・コンテンツにおいてHTML要素のlang属性の指定が必要です。
※4 読上げ言語が日本語のみの場合。追加の一言語あたり約5MBのダウンロードが発生。

「やさしいブラウザ」サービスご利用の流れ
ホームページ管理者は、
サービス利用アイコンを設置するだけで、OK！

インフォ・クリエイツ社 ウェブサーバー

ホームページ利用者は、
サービス利用アイコンをクリックしていくだけで、OK！

まずは1カ月間の「無料お試しサービス」からスタート！
『やさしいブラウザ』は、1カ月間無料でお試し版をご利用いただくことができます。
お試し版は、期間限定である以外は、製品版の機能をすべてご利用いただけます。
お気軽に、
『 お申し込み』のフォームに必要事項を記入してお送りください。

▲

https://www.infocreate.co.jp/bf/8341/order/index.php
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