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第３５回２０１９年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   入選 

 

視覚障害者の衣服選択におけるバリアフリー 

 

ぎふ農業協同組合（岐阜県在住） 

大江 成美 

 

1. はじめに 

私たちは生活する上で、衣服を着用している。衣服の役割は「保健衛生的機能」と「社会的機能」に分けられ

る。「保健衛生的機能」の中には身体の保護、体温調節の補助、生活活動への適合などの役割があり、「社会的

機能」の中には職業や所属集団の表示、社会習慣への順応、自己表現などの役割がある。普段衣服を着用す

る前にはどの服をどのように組み合わせて着るかといった「選択」を行っているが、とくに着る人の美的感覚や個

性を表す自己表現のための衣服選択は視覚からの情報を頼りに行うことが多い。自己表現だけでなく服装規定

を守るための衣服選択でも視覚からの情報は重要である。視覚からの情報の要素としては着用した際のシルエ

ット、ディテール、色柄、質感からの印象など多くあり、私たちはそれらを目で見て着装全体の調和を図ってい

る。しかし視覚の機能が弱い、または持たない視覚障害者にとって衣服選択を行うことは容易ではない。自分の

見た目を客観的に判断できない視覚障害者は、自分だけ場違いな衣服を着ているのではないか、衣服によっ

て自分が理想とする姿になれているのかと不安を抱いている。視覚障害者にとって衣服を購入する際にも不自

由さは存在する。目的の色の衣服を見つけにくい、値段がどこに表示されているのか分からないなど様々な困

難を感じている。多種多様な既製服が溢れる中、視覚からの情報を頼りに衣服選択を行うことが難しい視覚障

害者は、衣服選択においてさまざまなバリアが存在すると考えられる。 

本研究では視覚障害者が衣服選択において困難に感じることを明らかにし、消費者問題として捉え、それを

改善するための方法を検討・提案する。この提案を社会へ発信することで、視覚障害者の衣服選択におけるバ

リアを軽減させることを目的としている。 

 

2. 視覚障害者の衣服選択におけるバリア 

衣服選択において視覚障害者が困難に感じていることを明らかにするとともに、衣服に対する意識を知る目

的で中学生以上の視覚障害者 32名を対象に 26題のアンケート調査を行った。同時に視覚障害者へ聞き取り

を行い、実態把握を深めた。また、晴眼者 45名にも同じ質問項目 12題のアンケート調査を行い、視覚障害者

対象アンケートとの結果比較を図った。 

これらの調査により、特に意見や回答が重なった①色が判別できない ②表示タグが分かりにくい ③買い物

をしている一般客や店員に助けを求めにくい ④物理的障壁 ⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 の 5点

が視覚障害者の衣服選択におけるバリアとなっていることが判明した。これらのバリアについて以下に詳しく解

説していく。 
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①色が判別できない 

衣服選択において上下の組み合わせや季節感、自分に似合うかなどは「色」に左右されるため、重要な要素

であると言える。しかし、色は視覚的要素であり、視覚障害者にとって「色」を知ることは難しい。そのため、視覚

障害者が色を判別できる手段が必要である。 

②表示タグが分かりにくい 

表示タグとは衣服の内側に縫い付けられてい

る布製の物(以下、「ラベル」と表記)(図 1)と衣服

購入時に取り付けられている紙製の物(以下、「下

げ札」と表記)がある。これらの表示タグには品質

を保証するために、サイズ、組成表示、取り扱い

方、原産国、アイテム名、値段、色など衣服の情

報が示されており、衣服を購入・管理する消費者

に情報を提供する役割を持つ。しかし、アンケー

ト調査にて視覚障害者へ「表示タグはわかりやす

いか」と質問したところ、「分かりやすい」と回答したのは 32

名中 2名だけであった。具体的な見えにくさとして、「字が小

さい」「どこに書いてあるのか分かりづらい」「見えない」「字が

薄い」という意見があった。(図 3)ラベルは組成表示や取り扱

い表示が示されており、購入後、衣服を正しく清潔に保つた

めに確認する物だが字が小さく、洗濯によって薄れていくた

め、視覚障害者には特に伝わりにくい。下げ札は 1着に対

し、何枚も付いていることがあり、消費者が

必要とする情報が伝わりにくくなっていると

いう意見もあった(図 2)。表示タグに示され

ている情報は衣服を購入する全ての消費

者が得ることができなければならないにもかかわらず、視覚障害者には

伝わっていないのが現状である。 

③店員に助けを求めにくい 

調査によると「着用した様子を率直に教えてくれることが一番助かる」

「同伴者がいるため衣服選択で問題はない」という声が多くあり、衣服選

択において他者の助けを得ることが最も簡単で確実な方法であることが

分かった。しかし、アンケート調査にて「店員とは話しやすいか」と質問し

図 2 何枚も取り付けられて

いる下げ札 

図 1 衣服の内側に縫い付けら

れているラベル 
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たところ、23％の人が店員と話しにくいと感じている(図 5)。店員と話しくい人は助けを受けることができないた

め、アイテムの場所が分からず購入までに時間がかかるなどの困難が生じると考えられる。 

④物理的障壁 

アンケート結果から、「人や物にぶつからないか不安」「通路にワゴンがあるとつまずく」「つまずきやすいため

段差や配線を少なくしてほしい」という回答があり、衣服販売店の物理的なバリアがあることが分かった。これら

障害物は衝突や転倒など事故の恐れがあり危険であるため、早急に対応をするべきである。 

⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 

アンケート結果から、「ルーペ等自分の物を取り出して使うのは少し恥ずかしさと抵抗がある」という回答があっ

た。ルーペは小さな文字を拡大することができ、衣服の情報を得るために便利な道具であるにも関わらず、使用

することに抵抗を感じることは衣服選択のバリアになると考える。衣服選択においてルーペやスマートフォン等の

有効な道具を使うことへの抵抗をなくす必要がある。 

 

3. バリアフリーに向けての提案 

 視覚障害者の衣服選択におけるバリアフリーに向けて、以下の改善方法を検討した。 

【QR コードを利用した音声案内】 

①色が判別できない ②表示が分かりにくい ⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 を改善するために、

QR コードラベルをスマートフォンで読み取り、音声によって衣服情報が得られる方法を提案する。アンケート調

査で「衣服店で改善してほしいこと、またこんな設備や物があったらいいと思うものはありますか」の問いに対し、

「商品説明を音声で行う機能があるとすぐ買うことができる(QR コードの読み取

り機能による物)」という回答が複数人から得られた。視覚障害者自身が音声に

よる機能を求めていることから、視覚障害者への配慮として、音声で情報を伝

えることが効果的であると考えた。この QR コードラベルが実現可能な物である

かを確認するため、QRコード開発社である株式会社デンソーウェーブと「織ネ

ーム」(図 6)の特許を取得している株式会社松川レピヤンへ問い合わせを行っ

た。また、この提案が実現した際のコストや耐久性、その他意見を得ることがで

きた。この方法は以下の手順で行う。 

⑴衣服の情報が示されたインターネットページを作成。 

⑵そのページの URLの QRコードをラベルに表示。 

⑶これをスマートフォン等で読み取り衣服情報が示されたページを開く。 

⑷ページ上で衣服情報が再生され、音声によって得ることができる。 

  
図 5 株式会社松川レピヤン 

による織ネーム 
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スマートフォンの画面は「衣服情報」と「再生ボタン」で構成し、弱視

者が比較的見えやすいよう配色や字体に配慮する。記載する衣服情

報は、「アイテム名(商品名)」「色」「柄」「サイズ」「値段」「組成表示」

「取り扱い方」等である。利用する人によって情報を取捨選択できる設

定にすることで必要な情報だけを得ることができる。衣服情報の中で

も特に「色」は具体的に表示する必要がある。同じ色でも濃淡や明彩

度等により印象が異なるため、「薄いピンク」や「くすんだ赤」のように

表示することで視覚障害者が理解しやすい。 

この QR コードラベルがあれば「一人で買い物できないことが辛い」

「自分では買いに行かない」という視覚障害者でも衣服情報を得るこ

とができるようになり、一人でも衣服選択を行いやすくなる。QR コード

の表示をラベルにすることで常にその衣服に取り付けられているた

め、すぐに確認がしやすい。つまり、「購入する場面」でも「着装する場

面」でも使用することができる。また、視覚障害者は着用する際、衣服

の前後や裏表を間違えないよう、左内側に固定された位置に取り付

けられているラベルを目印にしていることから、QR コードがどこにある

か分からないという問題がない。通常のラベルは洗濯を繰り返すことで

印字が薄れてしまう。その対策として印字ではなく織り込み式の「織ネーム」(図 5)を使用することで耐久性が強

く、QR コードが薄れないようにする。 

衣服に取り付けられているラベルは晴眼者にとっても文字が小さかったり、薄かったりと見えにくいことがある

が、この方法で示すことで視覚障害者に限らず、容易に情報を得ることができる。また、スマートフォンを持つ人

は多いため、新しく道具を購入することなく利用できる。 

しかし、⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 のように、視覚障害者は衣服販売店において自分のスマ

ートフォン等を取り出し写真を撮ることが恥ずかしいと感じている。この方法はスマートフォンを使い、QR コードを

読み取るためにカメラ機能を利用しており、抵抗を感じるままでは実際にこの方法で改善を図ることは難しい。自

分の物を取り出して使うことへの抵抗や写真を撮ることの恥ずかしさは、その行動が周知されていないことが原

因であると考える。他の人がやらないことへの抵抗や恥ずかしさを無くすために、この提案を一般的な物として広

めていくことが必要である。この提案は視覚障害者だけでなく、視力の低い人や高齢者等誰にとっても有効な手

段である。衣服を購入・管理する全ての消費者がこの方法を知り、利用することで⑤ルーペ等自分の物を使うこ

とへの抵抗 も軽減できると考えられる。 

【衣服販売店員の接客と店内の改善】 

③買い物をしている一般客や店員に助けを求めにくい ④物理的障壁 を改善するために、内容を検討し、衣

服販売店向けに提案書を作成した。店員と話しにくい現状を変えるためにはまず、店員の視覚障害への理解が

必要である。店員が視覚障害を理解しておくことで相手の気持ちが分かり、サポートの充実に繋がると考えられ

図 6 インターネットページのイメージ図 
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る。そのために「視覚障害とは何か」「弱視の見えにくさ」「外見から視覚障害者を判断する道具等(白杖やヘル

プマーク等)」をまとめた。また、本研究を進めるにあたって文献調査やアンケート調査、視覚障害者とのかかわり

を通して分かった視覚障害者の気持ちや困難な点から、店員に求められることをまとめた。これらは専門的なサ

ポートではなく、相手の立場になって考えることでできることばかりである。この中で④物理的障壁 について説

明し、改善を要求する。 

これら 2つの内容を衣服販売店やアパレルメーカー向けに資料を作成し、発信した(資料参照)。 

 

4. まとめ 

視覚障害者はおしゃれをしたい、衣服選択が楽しいと感じているにも関わらず、視覚に障害があることで衣服

選択におけるバリアが生じており、自分で衣服選択をしない、または自分で衣服選択をすることが困難な現状に

ある。視覚障害者の衣服選択におけるバリアとして①色が判別できない ②表示が分かりにくい ③買い物をし

ている一般客や店員に助けを求めにくい ④物理的障壁 ⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 の 5 点が

明かとなった。 

これらのバリアを軽減させるための方法として、「QRコードを利用した音声案内」「衣服販売店員の接客と店内

の改善」を検討した。 

視覚障害は人によって程度や見えにくさが異なるため、一度に全てのバリアフリーを実現することは難しい。

また、視覚障害者個人では対応できないバリアが多いため、アパレルメーカー、衣服販売店、各機関等の社会

的な組織が、衣服選択で不自由さを感じている人々が存在することを知り、対応する必要がある。今回の投稿に

より、視覚障害者の衣服選択におけるバリアを消費者問題として捉え、改善されることを期待する。この内容を一

人でも多くの人が理解し、行動することが、「誰一人取り残されることのないバリアフリー」に繋がる。 
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http://www.mirairo.co.jp/blog/post-8330 

・YouTube－ 視覚障害者の暮らし―生活(衣服)編【FTCJフィリピン盲学校支援事業】 

https://youtu.be/n1f_zIKSDDw 

・YouTube－視覚障害者の暮らし―洋服お買い物編ファッションデザイナーの横森さんにアドバイスいただきま

した！ https://youtu.be/IEKj1obz_K8 

 

 

 

審査委員長からのコメント 

 

 

視覚障がい者の衣服選択という独自の視点で丁寧に作り込まれている。提言も非常に具体的で活用が

期待される。アンケートの基礎データや分析、出典を明確にし、もう一歩踏み込んだ考察があれば、さらに良

かった。 



視覚障害者の衣服選択におけるバリアフリー 

衣服販売店に向けた提案書 

 

 

1. 本研究「視覚障害者の衣服選択におけるバリアフリー」の目的 

私たちは毎日生活していく上で着衣しているが、そのためには衣服を選択しなければならない。衣服の選択には

衣服を購入する場面と毎日の着装する場面の２つがあると考える。多種多様な既製服が溢れる中、視覚からの情

報を頼りに衣服選択を行うことが難しい視覚障害者は、目的のアイテムを探す際、また上下のコーディネートを考え

る際などでさまざまなバリアが存在する。視覚障害者の衣服選択におけるバリアをアンケートから明らかにし、改善す

るための方法を考え提案する。これを発信し、視覚障害者の衣服選択におけるバリアが軽減される社会の実現を目

的とする。 

 

2. 現状と問題点 

衣服選択において、視覚障害者が困難に感じていることを明らかにするとともに、衣服に対する意識を知る目的

で視覚障害者 32名を対象にアンケート調査を行った。また、明らかとなったバリアが視覚障害によるものかを知る

ために、晴眼者を対象としたアンケート調査も行い、結果を比較した。これらの調査を通して、特に回答や意見が重

なったバリアは以下の 5点であった。 

 

① 色が判別できない 

視覚障害者対象アンケートでは「色」に関する回答が多かった。衣服選択において上下の組み合わせや季節感、

自分に似合うかなどは「色」に左右されるため、重要な要素であると言える。しかし、色は視覚的要素であるため、視

覚障害者にとって「色」を知ることは難しい。そのため、視覚障害者が色を知ることができる方法が必要である。 

 

② 表示タグが分かりにくい 

アンケート調査全体を通して「表示タグが分かりにくい」という意見がいくつかの項目で得られた。表示タグとは衣

服の内側に縫い付けられている布製の物(以下、「ラベル」と表記)と衣服購入時に取り付けられている紙製の物(以

下、「下げ札」と表記)がある。これらの表示タグには、サイズ、組成表示、取り扱い方、はっ水性、原産国、アイテム

名、値段、色など衣服の情報が示されており、購入する人に情報を提供し、品質を保証する役割を持つ。しかし視

覚障害者対象アンケートで「表示タグは分かりやすいか」と質問したところ、「字が小さい」19名、「どこに書いてある

のか分かりにくい」6名、「見えない」13名、「表示は気にしない」2名、「字が薄い」1名、「分かりやすい」2名という

結果となった。表示タグからは視覚障害者へ衣服の情報が伝わりにくい現状にある。ラベルには組成表示や取り扱

い表示が示されており、購入後、衣服を正しく管理するために必要だが字が小さく、洗濯によって薄れていくため、視

覚障害者には特に伝わりにくい。下げ札は 1着に対し、何枚も付いていることがあり、消費者が必要とする情報が伝

わりにくくなっている。年齢や性別、障害の有無に関わらず人は着衣するため、表示タグによる衣服情報は全ての

人々が得ることができなければならないと考える。 

 

 



③ 買い物をしている一般客や店員に助けを求めにくい 

アンケートの調査結果や文献調査にて、「付き添いがいるから問題ない」という意見や「着用した様子を率直に教

えてくれることが一番助かる」とあった。つまり、視覚障害者の目となり、手助けをすることが最も簡単で確実な方法

である。しかし、今回のアンケート調査で「店員とは話しやすいか」と質問したところ、「話しやすい」27％、「話しにく

い」23％という結果となり、話しにくいと感じている視覚障害者がいることが明らかとなった。また、視覚障害者への聞

き取り調査や文献調査では「店員に着用した様子を尋ねても『似合います』と言うことが多いため、本当に似合って

いるのか不安に感じる」「店員はセールスを目的とした接客を行うため、あまり頼らないようにしている」という意見もあ

った。「衣服選択が楽しいと感じる理由」を質問したところ、「人と触れ合えること」という回答があり、衣服選択で会話

を楽しみにしている人もいるが、店員と話しにくいと感じている人はそうした楽しみがなくなってしまう。店員が視覚障

害への理解を深め、サポートを充実させることで、視覚障害者の衣服選択におけるバリアフリーに繋がると考えられ

る。 

 

④物理的障壁 

視覚障害者対象アンケート設問(20)「衣服を買う際、どんな不安がありますか。」の問いに対し、「人や物にぶつ

からないか」を不安に感じている人がいることが分かった。また、設問(23)衣服店で改善してほしいこと、またこんな

設備や物があったらいいと思うものはありますか。の問いに対し、「通路にワゴンがあるとつまずく」「つまずきやすいた

め段差や配線を少なくしてほしい」という回答があり、衣服選択自体ではなく、物理的なバリアがあることが分かった。

これら障害物は事故の恐れがあり危険であるため、早急に対応をするべきである。 

 

⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 

障害者対象アンケート設問(23)「衣服店で改善してほしこと、またこんな設備があったらいいと思うものはあります

か。」の問いに対し、「ルーペなどの拡大器を設置してほしい(自分の物を取り出して使うのは少し恥ずかしさと抵抗が

ある)」という回答があった。ルーペは小さな文字を拡大することができ、衣服の情報を得るために有効な道具である

にも関わらず、使用することに抵抗を感じることは衣服選択のバリアになると考える。また、スマートフォンで衣服の写

真を撮ると色柄が分かるアプリも存在するが、視覚障害者は「写真を撮ることが恥ずかしい」と感じているようである。

衣服選択において便利な物を使いにくい環境を改善する必要がある。 

 

3. 改善案 

【QR コードを利用した音声案内】 

①色が判別できない ②表示が分かりにくい ⑤ルーペ等自分の物を使うことへの抵抗 を改善するために視覚

障害者が表示タグに示されている情報を得ることができるよう、QR コード化した衣服情報をラベルに織り込み、スマ

ートフォンで読み取ることで音声再生される機能を提案する。視覚障害者はアンケート調査にて、「商品説明を音声

で行う機能があればすぐ買うことができる」「QR コードの読み取り機能があるとよい」と回答しており、この方法が効果

的であると考えた。 

〈方法の流れ〉 

１．それぞれの衣服の URLを作成し、QR コード化する。 

２．その QR コードをラベル化する。 

３．ラベルを読み取り、衣服のインターネットページへ移動する。 



４．インターネットページには衣服の情報が示されており、音声によって再生される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「色」はできるだけ具体的に示すと視覚障害者にも分かりやすい。例えば、「薄いピンク」や「くすんだ赤」など細かく

色を設定することで理解しやすい。 

期待される効果・メリット 

・音声による再生で視覚障害者へ確実に情報を伝えることができる 

・ラベルが取り付けられている位置は大体統一されており、視覚障害者もそれを知っ

ているため、通常より早く情報を得ることができる 

・購入時はもちろん、着装時でも衣服を判別できる 

・購入時に衣服を暗記する視覚障害者は多いが、暗記する必要がなく、多くの衣服

を持っていても判別できる 

・織りラベルの QR コードは洗濯を繰り返しても文字が薄れて見えなくなることがない 

・視覚障害者に限らず、視力が低い人や高齢者など多くの人々が利用できる 

・スマートフォンや携帯電話を持つ人は多いため、新しい道具を購入することなく利用できる 

インターネットページ画面のイメージ 

衣服情報 

・アイテム名(商品名) 

・色 

・柄 

・値段 

・サイズ 

・組成表示 

・取り扱い方 

・原産国   など 

情報は設定で取捨選択でき

るようにするとよい 

ゴシック体 

弱視者が比較的見えやすくなる字体 

再生ボタン 

・背景色とボタン色で明度差を付けることで

見えやすい 

・スクロールしても常に同じ位置に固定 

背景色と文字色 

背景色は黒にし、文字は白にすることで見

えやすい 



 

【接客と店内整備】 

③買い物をしている一般客や店員に助けを求めにくい ④物理的障壁を改善するために、店員によるサポートの

充実を求める。店員と話しにくい現状を変えるためには、視覚障害への理解が必要であると考える。視覚障害につ

いて知ることで相手の気持ちを理解することができ、視覚障害者へのサポートの充実に繋がる。 

視覚障害とは 

視覚機能がほとんどない、もしくは全くない「全盲」と見えにくい「弱視」に分けられる。視覚障害は人によって程度

や見え方が異なり、一人一人に合った対応が必要である。弱視の見えにくさは、視力が低い、視野が狭い、色覚異

常など様々である。 

※このイラストは見えにくさのイメージであり、見え方を直接的に表しているわけではない。 

視覚障害者かどうか見た目だけでは判断できない場合もあるが、視覚障害を補う道具等を持っていることがある。

視覚障害者は町や店内を歩きやすいように「白杖」を持っている。「白杖」は全盲視覚障害者だけでなく弱視者も持

っている。また、盲導犬を連れていたり、「ヘルプマーク」をつけていたりする。「ヘルプマーク」とは外見から障害や病

気、妊娠等が分からない人が配慮や助けを必要としている時に取り付けるものである。 

視覚障害により、購入時の衣服選択では多くのバリアが生じる。バリアを軽減するためには店員の理解とサポート

が重要である。店員に話しかけにくい・店員がどこにいるか分からない視覚障害者へ店員から積極的な働きかけを

することが大切である。 

対象者 視覚障害者/視力が低い人/高齢者 

可能な企業 

QR コード開発社 

株式会社デンソーウェーブ https://www.denso-wave.com/ 

QR コードの織り込み技術特許取得 

株式会社松川レピヤン http://rapyarn.jp/ 

コスト 
QR コード織ラベル単体の場合、1000 枚作成する場合は 10万円未満 

ただし生産する枚数等により変動するため、条件により様々である 

ピンぼけ状態 まぶしくて見えない 視野狭窄 中心暗点 



本研究を進めるにあたり、文献調査やアンケート調査、視覚障害者との関わりを通して分かった視覚障害者の気

持ちや衣服選択の困難な点から、店員に求められると考えられることを以下にまとめる。専門的なサポート方法では

なく、相手の立場になって考えることでできることばかりである。 

店員に求められること 

●視覚障害者を見かけたら声をかける 

自分から声をかけにくい、店員の居場所が分からない視覚障害者がいる。まずは一言「何かお手伝いしましょう

か」と声をかけ、サポートを求めているかを聞く。視覚障害者は話しかけられても自分に対して話しかけているかが分

かりにくいため、前に立って正面から声をかけることが大切である。 

●店内を同行する 

視覚障害者は行き慣れない場所ではどこに何があるかを判断することは難しいた

め、案内を求めていることがある。同行する際は、視覚障害者の少し斜め前の位置に

立ち、腕や肩をつかんでもらってゆっくり歩く。 

●商品を一緒に選ぶ 

衣服を触った感覚だけでは選択することが難しいため、一人で衣服を購入する時に

サポートを求めている場合がある。その場合は店員が視覚的な情報を伝えると購入し

やすい。 

着装した時の自分の姿を見ることが難しいため、選んだ衣服が自分に似合っている

のかを知りたい人が多い。また、衣服によってどのような印象を受けるのかを視覚障害者は目で見て判断することが

難しい。そのため、以下のポイントを踏まえて一緒に選ぶと良い。 

白杖 ヘルプマーク 

商品を一緒に選ぶ時のポイント 

・その人に似合っているかを率直に伝える。 

・抽象的な表現は避け、具体的に、着用した時の雰囲気やどんなシチュエーションで着用するとよいかなど細

かく伝えるとよい。 

・セールスを目的とせず接客を行うことで視覚障害者が安心して衣服選択できる。 

・衣服の「アイテム名」「色柄」「ロゴ」「ファスナーなどの装飾品」など衣服の特徴を触れさせながら説明を行う

と分かりやすい。 

・透ける可能性がある商品は必ず伝える。 



●物理的障壁を取り除く 

 通路にワゴンや配線、段差などがあると全盲の人や視野が狭い人などは気が付かず、つまずきやすいため大変危

険である。つまずきやすいものはないか、通路に余裕があるかなど、店内で予想される事故を未然に防ぐための配

慮が必要である。 

 

視覚障害を理解することでサポートの方法が分かるだけでなく、視覚障害者も「自分の障害を理解している」と分

かれば話しやすい。衣服選択において、試着して見て意見をもらうことや、会話・触れ合いを楽しみにしている視覚

障害者も多いため、サポート充実させることで多くの視覚障害者が衣服選択をもっと楽しいと感じることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほかの視覚障害者からの声 

・人混みを歩くことができない 

・サイズが合っているかを見て欲しい 

・色の組み合わせが難しい 

・紙幣を見分けにくいため支払いに時間がかかってしまう 

・触って確かめることができない商品の不良に気づけない 

・着装した時の全体像がつかめない 

・店内で見た色と外で見た色では差がある(照明により色の差がある) 

・衣服の組み合わせが難しい 

・試着室が分かりにくい 

・衣服に顔を近づけてじっくり見たい 

・サイズ表記の文字の色を統一すると分かりやすい 

・おすすめ品を細かく教えて欲しい 

・衣類が梱包されていると、サイズや素材などが分からない 

・入口に店内案内図があるとよい 

・貸し出し用のルーペ(拡大器)を設置してほしい 
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・YouTube－視覚障害者の暮らし―洋服お買い物編ファッションデザイナーの横森さんにアドバイスいただきまし

た！ https://youtu.be/IEKj1obz_K8 

 


