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ウェブアクセシビリティ試験結果のご報告 
令和 2年 3月 27日 

ARCHES株式会社 

概要 

「食べ残しゼロ協力店～お皿ぴかぴか！ごちそうさま！～」マップ

（https://www.tabezero.city.nagoya.jp以下）の JIS X 8341-3:2016適合レベル AAへの準拠を

目標とする検査を令和 2年 3月 16日～令和 2年 3月 25日の期間に行いました。試験によ

り全 38項目のうち不適合項目は検知されませんでした。全ての項目について JIS X 8341-

3:2016の適合レベル AAへの適合が確認されました。 

 

適合レベル及び対応度 
JIS X 8341-3:2016の適合レベル AAに準拠します。「準拠」という表記は、情報通信アクセ

ス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表

記ガイドライン 2016年 3月版」（http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-

guidelines/201603/）で定められた表記によります。 

 

依存するウェブコンテンツ技術のリスト 
依存するウェブコンテンツ技術 
HTML5, CSS3 及び JavaScript 

依存しないが使用するウェブコンテンツ技術 
PDF, Word 

 

対象範囲 
以下の 14画面を検査対象としました。 

 

https://www.tabezero.city.nagoya.jp/
http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/
http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/
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No. アドレス 名称 

1 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/ トップページ 

2 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/news 新着情報 

3 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/info/about 食べ残しゼロ協力店とは 

4 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search 食べ残しゼロ協力店検索 

5 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/results 検索結果 食べ残しゼロ協力店検

索 

6 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/results_ward 

?search_nagoya_ku[]=%E5%8C%97%E5%8C%BA 

検索結果 食べ残しゼロ協力店検

索（地図から検索） 

7 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/2 天龍庵名東店（イオン名古屋東店

２階） 名古屋市食べ残しゼロ協

力店マップ 

8 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/32 和食麺処 サガミ 志賀公園店 

名古屋市食べ残しゼロ協力店マッ

プ 

9 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/62 デニーズ名古屋東新町店 名古屋

市食べ残しゼロ協力店マップ 

10 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/92 ブランノワール 名古屋市食べ残

しゼロ協力店マップ 

11 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/122 三代目鳥メロ 今池店 名古屋市

食べ残しゼロ協力店マップ 

12 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/info/business 事業者の方へ（登録方法） 

13 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/contact 問い合わせ先 

14 https://www.tabezero.city.nagoya.jp/accessibility ウェブアクセシビリティ対応につ

いて 

※ 7から 11は同じプログラムが出力する店舗詳細画面で約 130画面存在します。画像と

リンクの差異程度を網羅する件数として、これら 5画面の抽出検査としました。 

※ 第三者によるコンテンツ（GoogleMap、AddThis提供の SNSシェアボタン）を利用した箇所

は検査対象外としました。 

※ サイト内からダウンロードできる PDF ファイルとWord ファイルは文字情報を主体とする

申請書類とチラシ類であるため、今回は検査対象外としました。 

 

https://www.tabezero.city.nagoya.jp/
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/news
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/info/about
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/results
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/results_ward
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/results_ward?search_nagoya_ku%5b%5d=%E5%8C%97%E5%8C%BA
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/2
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/32
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/62
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/92
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/search/detail/122
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/info/business
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/contact
https://www.tabezero.city.nagoya.jp/accessibility
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達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠 
ウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライ

ン 2016年 4月版」（https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/）の「3.1 達成方法

及びその検証方法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にした実装チェックリスト

を作成しました。 

 

検査方法 
検査支援ツールとして総務省が提供する「みんなのアクセシビリティ評価ツール：

miChecker」を使用しました。miCheckerにより JIS X 8341-3:2016の適合レベル AAまでの各

達成基準について、明らかな問題がある箇所、問題の可能性が高い箇所、問題であるかに

ついて人が判断すべき箇所が自動的に特定されます。それらについて人間が総合的に適合

を判定しました。 

 

試験結果 
令和 2年 3月 16日から 25日に JIS X 8341-3:2016の適合レベル AAの適合試験を実施

しました。結果の達成基準チェックリストを以下に示します。全 38項目中、不適合項目は検

知されませんでした。全ての項目について JIS X 8341-3:2016の適合レベル AAへの適合が確

認されました。 

達成基準 適合レベル 適用 結果 注記 

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基

準 

A 適用 適合 
 

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済

み）の達成基準 

A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

1.2.2 キャプション（収録済み）の達

成基準 

A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

1.2.3 音声解説又はメディアに対する

代替コンテンツ（収録済み）の達

成基準 

A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/
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1.2.4 キャプション（ライブ）の達成

基準 

AA 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基

準 

AA 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

1.3.1 情報及び関係性の達成基準 A 適用 適合   

1.3.2 意味のある順序の達成基準 A 適用 適合   

1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 A 適用 適合   

1.4.1 色の使用の達成基準 A 適用 適合   

1.4.2 音声の制御の達成基準 A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）

の達成基準 

AA 適用 適合   

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基

準 

AA 適用 適合   

1.4.5 文字画像の達成基準 AA 適用 適合   

2.1.1 キーボードの達成基準 A 適用 適合   

2.1.2 キーボードトラップなしの達成

基準 

A 適用 適合   

2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

2.2.2 一時停止，停止及び非表示の達

成基準 

A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

2.3.1 3回のせん（閃）光，又はしきい

（閾）値以下の達成基準 

A 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

2.4.1 ブロックスキップの達成基準 A 適用 適合   

2.4.2 ページタイトルの達成基準 A 適用 適合   

2.4.3 フォーカス順序の達成基準 A 適用 適合   

2.4.4 リンクの目的（コンテキスト

内）の達成基準 

A 適用 適合   

2.4.5 複数の手段の達成基準 AA 適用 適合   

2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 AA 適用 適合   

2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 AA 適用 適合   

3.1.1 ページの言語の達成基準 A 適用 適合   
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3.1.2 一部分の言語の達成基準 AA 適用なし 適合 該当コンテ

ンツなし 

3.2.1 フォーカス時の達成基準 A 適用 適合   

3.2.2 入力時の達成基準 A 適用 適合   

3.2.3 一貫したナビゲーションの達成

基準 

AA 適用 適合   

3.2.4 一貫した識別性の達成基準 AA 適用 適合   

3.3.1 エラーの特定の達成基準 A 適用 適合   

3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 A 適用 適合   

3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 AA 適用 適合   

3.3.4 エラー回避（法的，金融及びデ

ータ）の達成基準 

AA 適用 適合   

4.1.1 構文解析の達成基準 A 適用 適合   

4.1.2 名前（name），役割（role）及

び値（value）の達成基準 

A 適用 適合   

 


