
・ホームページウェブアクセシビリティ方針

　指定管理者（株）シムスでは、「年齢や障がいを問わず、誰にとってもわかりやすく利用しやすい

　ホームページの実現」を目指し、ホームページのアクセシビリティの維持・向上に努めています。

　2016年3月22日に改正されたJISX8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針ｰ情報通信における機器、

　ソフトウェア及びサービスｰ第3部:ウェブコンテンツ」に基づき、指定管理者（株）シムスは以下の

　とおりアクセシビリティ方針を定めます。

・ウェブアクセシビリティとは

　ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や

　機能を支障なく利用できることを意味します。

　【総務省「みんなの公式サイト運用ガイドライン（2016年度版）より」】

・対象範囲

　札幌市北老人福祉センター公式ホームページである。

　http://www.habataki.co.jp/satsukitarou/

・例外事項

　以下については対象範囲外とします。

　・PDFファイル

　可能な限り達成基準に配慮して作成いたしますが、現状ではすべてのPDFファイルへのアクセシビリティ

　の対応は、情報量および技術的な観点から困難なため、対象範囲に含めません。

・目標および達成する期限

　期限2021年3月31日

・適合レベル

　JISX8341-3:2016の適合レベルAAに準拠

　「適合レベルAAに準拠する」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JISX8341-3:2016対応度表記ガイドライン」で定められた表記により、

　適合レベルAに準拠することに加え、適合レベルAAの達成基準を満たすことを意味します。

札幌市北老人福祉センター　アクセシビリティ方針



小計 中計

ガイドライン 団体として策定した共通のガ
イドラインに則って運用して
いる 3

職員研修 毎年アクセシビリティに関す
る職員研修を実施、又は参
加しており、来年度以降も継
続する予定である

4

検証 毎年アクセシビリティに関す
る検証を実施し問題点を把
握しており、来年度以降も実
施する予定である

4

改善 公開しているページの改善
に毎年取り組んでおり、来年
度以降も実施する予定であ
る

4

取組の実現内容 毎年アクセシビリティに関す
る取組内容について取組確
認・評価表により確認し、結
果をホームページで公開して
おり、来年度以降も実施する
予定である

4

アクセシビリティ
の実現内容

毎年アクセシビリティの実現
内容について、最新のJIS X
8341-3に基づく試験により確
認し、結果をホームページで
公開しており、来年度以降も
実施する予定である

4

利用者の意見収
集

アクセシビリティについて積
極的な意見収集に取り組ん
でいる 1

利用者との協力
体制／ユーザー
評価

利用者（社会福祉協議会、
当事者団体、支援団体等を
含む）の声を聴取し、ホーム
ページの改善を行ったことが
ある

1

　 合計 25 30

2022年3月1日

個々のホームページの取組確認・評価表

備考

ホームページ等名称

URL

団体名部署名（評価実施主体）

評価実施年月日

札幌市北老人福祉センター

https://satukitarou.wixsite.com/satsukitarou

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部

利用者との
協調

2 6

ポイント集計欄 満点
ポイント

継続性

15 16

実現内容の
確認と公開

8 8



ホームページ名称 札幌市北老人福祉センター

URL http://habataki.co.jp/satsukitarou/

評価検証実施名称 株式会社 共栄オフィスシステム

実施年月日 2021年3月1日～2022年2月28日

使用評価ツール

miChecker (エムアイチェッカー)Ver.2.0

　→https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html

Another HTML Lint - Gateway

　→http://www.htmllint.net/en/html-lint/htmllint.html

検証除外事項

miChecker 検証結果

ホームページの取組確認・評価表

総務省提供のmiCheckerを使用し、

日本工業規格 JIS X 8341-3 (AA)に準拠しているホームページであると判断致します。

要判断箇所、手動確認箇所の対応状況は、以下の通り手動にて確認致しました。

以下は、WCAG 2.0推奨のソースコードであるため、検証除外と致します。

・Google マップ

・Googleカスタム検索エンジン

以下は、検証修正対応が困難なため、検証除外と致します。

・PDFファイル、Wordファイル、Excelファイル



miCheckerによる要判断箇所、手動確認箇所の対応状況

▽音声ユーザビリティ

該当ページ 判断 種別 JIS 内容

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css) (content: ".", ".")

/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")

/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")

/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")

/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレ

クタ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください



/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/letter/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/letter/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/letter/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/letter/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/letter/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css) (content: ".", ".")

/letter/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/letter/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/letter/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")



/letter/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")

/letter/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/letter/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")

/letter/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/45f4e5efab1258be/default+ja.css, セレ

クタ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/letter/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/letter/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/letter/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/letter/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。



/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/letter/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/guide/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/guide/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/guide/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/guide/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/guide/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css) (content: ".", ".")

/guide/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/guide/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/guide/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")

/guide/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")

/guide/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/guide/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")



/guide/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレ

クタ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/guide/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/guide/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/guide/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/guide/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/guide/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/overview/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/overview/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい



/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/overview/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css) (content: ".", ".")

/overview/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/overview/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/overview/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")

/overview/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/overview/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")

/overview/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/54e62135847a1703/default+ja.css, セレ

クタ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/overview/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/overview/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/overview/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/overview/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/overview/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/overview/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。



/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/overview/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/overview/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/access/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/access/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい

/access/ Google Map関連の為除外 問題あり A: 2.4.1, A: 4.1.2

iframe要素にtitle属性がありません。iframe要素には、フレームの内容を説明するための空でないtitle属性を提供してください。:

src=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2912.8745611805966!2d141.3353344154801!3d43.10715097914388!2m3

!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f0b28b8505af223%3A0x9842b67b0f24646e!2z44CSMDAxLTAwMzkg5YyX5rW36YGT5pyt

5bmM5biC5YyX5Yy65YyX77yT77yZ5p2h6KW_77yV5LiB55uu77yT4oiS77yVIOm6u-eUn-e3j-WQiOOCu-ODs-OCv-

ODvA!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1575382415284!5m2!1sja!2sjp

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1, A: 1.3.1, AA: 1.4.5 HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (style属性を持つ要素が存在しています)

/access/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css) (content: ".", ".")

/access/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/access/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/access/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")



/access/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/access/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")

/access/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレク

タ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/access/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/access/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/access/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")

/access/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/access/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/access/ 手動確認済み 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/access/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）



/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/access/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
このウェブページをバリデータまたはパーサを使用してバリデートしてください。もし可能であれば、ページを仕様に完全に準拠させることを検

討してください。

/link/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないことを確

認してください。

/link/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 3.1.1 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映していることを確認して下さい

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA: 1.4.5
HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来るようにデザインしてください (スタイルシートを利用するためのlink要素

が存在しています)

/link/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: "※", "※")

/link/ 手動確認済み 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css) (content: ".")

/link/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 A: 1.3.1
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css) (content: ".", ".")

/link/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head_box-nav a.active-bot", "a", ".head_box-nav a:hover", "a[href^='tel:']",

".head_box-nav a", ".letter-ls li a", "body", ".read-both a")

/link/ 手動確認済み 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ=".head-logbox-ttl", ".mvbox", ".ttl-t01", ".gsc-control-cse", ".head-logbox", ".f-add-

box", ".g-boxli")

/link/ 手動確認済み 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(http://habataki.co.jp/satsukitarou/css/style.css, セレクタ="::selection", ".head-logbox-ttl", ".changebox-up .changebox-txt-se li.active-bot",

".page-up span", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn", ".g-btn span a", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-l:hover", ".changebox-

up .changebox-txt-se li.btn-m:hover", ".changebox-up .changebox-txt-se li.btn-s:hover", ".changebox-up .changebox-bg-se li.w-btn:hover",

"footer address", ".changebox-up .changebox-bg-se li.b-btn:hover")

/link/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gs-promotion .gs-snippet a:visited", ".gsc-completion-title", ".gs-

webResult .gs-visibleUrl", ".gs-promotion .gs-title:visited *", ".gs-promotion .gs-title:visited", ".gs-result .gs-title *", ".gs-fileFormatType",

".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading", ".gsc-cursor-page", ".gs-promotion

.gs-snippet a:link", ".gsc-completion-snippet", ".gs-promotion .gs-snippet a:hover", ".gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-

promotion .gs-title:active", ".gs-promotion .gs-title:link *", ".gs-promotion .gs-title:active *", ".gs-webResult .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-

title .gs-promotion-title-right *", ".gs-promotion .gs-snippet", ".gs-promotion .gs-title:link", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive", ".gs-promotion

.gs-snippet a:active", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-promotion .gs-title:hover", ".gsc-context-box .gsc-facet-

label", ".gsc-refinementHeader", ".gs-spelling a", ".gs-webResult .gs-title .gs-title.gsc-usr-group-heading b", ".gsc-tabHeader.gsc-tabhActive",

".gcsc-find-more-on-google", ".gs-promotion .gs-visibleUrl", ".gsc-context-box .gsc-facet-result", ".gsc-refinementHeader.gsc-

refinementhActive", ".gs-promotion .gs-title:hover *")

/link/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input-box", ".gsc-completion-container", ".gsc-context-box

.gsc-chart div", ".gsc-control-cse", ".gsc-completion-selected", ".gsc-search-button-v2", ".gsc-search-button-v2:hover", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion")

/link/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4
フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/style/look/v4/default.css, セレクタ=".gsc-input",

".gsc-completion-container", ".gsc-search-button-v2")

/link/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

文字色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる背景色を指定するようにして下さい。また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-title .gs-promotion-title-right", ".gs-results-

attribution", ".gs-localAd .gs-address *", ".gs-webResult .gs-visibleUrl", ".gsc-orderby-label", ".gsc-location", ".gs-result .gs-directions *", ".gs-

secondary-link *", ".gsc-results .gsc-trailing-more-results", ".gsc-tel", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad a", ".gs-result .gs-title *", ".gsc-

configSettingCheckbox", ".gs-previewTitle", ".gs-previewUrl", "span .gs-captcha-msg", ".gs-newsResult .gs-location", ".gs-results-attribution

a", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-text", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-snippet b", ".gs-previewDescription", ".gs-imageResult .gs-text-box",

".gsc-label-result-label-prefix-error", ".gsc-branding-text", ".gs-divider", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-

promotion em", ".gs-webResult .gs-per-result-labels .gs-label", ".gs-result .gs-metadata", ".gs-videoResult .gs-publisher", ".gs-promotion .gs-

title em", ".gsc-configSettingCheckboxLabel", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page", ".gs-spelling a", ".gsc-

configSettingInput", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu-container", ".gs-action .gs-action", ".gsc-adBlock .gsc-ad cite", ".gsc-result-label-

save-button", ".gs-result .gs-directions", ".gsc-completion-title", ".gs-result .gs-clusterUrl", ".gsc-preview-reviews", ".gcsc-branding-text",

".gs-publishedDate", ".gs-result .gs-watermark", ".gs-results-attribution *", ".gsc-add-label-error", ".gsc-role", ".gs-newsResult .gs-publisher",

".gsc-label-result-url-title", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page", ".gsc-label-result-labels", ".gs-

relativePublishedDate", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-showsnippet-label", ".gsc-snippet-metadata", ".gsc-author", ".gsc-reviewer",

".gs-bookResult .gs-author", ".gsc-adBlock .gsc-ad a", ".gsc-adBlockVertical .gsc-ad cite", ":not(.gs-no-results-result).gs-imageResult .gs-

snippet", ".gsc-results .gsc-cursor", ".gs-spelling", ".gsc-control-cse-zh_TW .gs-snippet b", ".gs-bookResult .gs-pageCount", ".gs-secondary-

link", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gs-previewLink", ".gsc-control-cse-zh_CN .gs-promotion em", ".gsc-keeper", ".gsc-adBlock

h2", ".gsc-configSetting_Label", ".gs-result .gs-title", ".gsc-label-result-form-label", ".gsc-richsnippet-popup-box-title-url", ".gsc-results .gsc-

trailing-more-results *", ".gsc-adBlockVertical h2", ".gs-previewSize", "a .gs-captcha-info-link", ".gsc-org", ".gsc-option-menu-item", ".gs-

snippet")

/link/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 AA: 1.4.3, A: 1.4.1

背景色のみが指定されている可能性があります。十分なコントラスト比となる文字色を指定するようにして下さい。 また、もし配色に何らかの情

報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-imagePreviewArea", ".gsc-completion-

selected", ".gsc-control-cse .gsc-option-selector", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gs-imageResult-popup .gs-image-popup-box", ".gs-

no-results-result .gs-snippet", ".gsc-label-result-main-box-visible", ".gsc-richsnippet-popup-box", ".gsc-completion-container", ".gs-error-

result .gs-snippet", ".gsc-results-wrapper-overlay", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table", ".gsc-webResult.gsc-

result.gsc-promotion", ".gsc-modal-background-image")

/link/ Google検索関連の為除外 要判断箇所 A: 1.4.1

もし、配色に何らかの情報を持たせている場合、テキストや他の視覚的な表現からもその情報を取得できるよう配慮してください。

(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレクタ=".gs-stylized-error-link", ".gsc-option-menu-item-

highlighted", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-result-label-button")



/link/ Google検索関連の為除外 問題の可能性大 AA: 1.4.4

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。(https://www.google.com/cse/static/element/ff97a008b4153450/default+ja.css, セレク

タ=".gs-results-attribution", "form.gsc-search-box", ".gcsc-branding-text", ".gsc-control-cse .gsc-table-result", ".gs-result .gs-watermark",

".gs-results-attribution *", ".gsc-selected-option-container", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-spelling-original", ".gs-infoWindow *", ".gsc-label-

result-url-title", ".gs-fileFormatType", ".gsc-label-result-heading", ".gsc-label-result-labels", ".gsc-label-result-url", ".gsc-richsnippet-

showsnippet-label", ".gsc-label-result-saving-popup", ".gs-videoResult *", ".gsc-completion-container .gsc-completion-promotion-table",

".gsc-control-cse .gs-spelling", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title *", ".gsc-branding-text", ".gsc-result-info", ".gs-fileFormat", ".gs-promotion

table .gs-snippet a .gs-title", ".gsc-richsnippet-individual-snippet-key", ".gsc-control-cse .gs-result .gs-title", ".gs-promotion-text-cell .gs-

visibleUrl", ".gs-promotion-text-cell .gs-snippet", ".gs-previewLink", ".gs-stylized-error-message", ".gsc-control-cse .gsc-option-menu", ".gsc-

richsnippet-popup-box-title", ".gsc-configSettingSubmit", ".gsc-keeper", ".gs-promotion table .gs-snippet a .gs-title *", ".gsc-completion-

container", ".gsc-control-cse", ".gsc-tabHeader", ".gsc-label-result-form-label")

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3 サイト内で統一したナビゲーションを提供していることを確認してください

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 情報提示のスタイルが統一されているか確認してください

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4 ユーザが操作を誤った場合でも、元の状態に戻すことが出来る手段が提供されていることを確認してください

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.3 ページの内容を理解・操作するために必要な情報が、コンテンツの形や位置だけに依存していないか確認してください

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
ウェブコンテンツ技術のアクセシビリティAPIを用いて、名前及び役割をUAに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化

を通知していることを確認して下さい

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.2
識別名及び役割を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザーエージェントが動作する、プラッ

トフォームのアクセシビリティAPI機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成していることを確認して下さい

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1
ウェブページに含まれる、XMLベースのマークアップ言語(XHTML, SVG, SMILなど)で記述されたすべてのコンテンツに対して、それらが整形式

のXML文書であることを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 可能であれば、完全に仕様に準じてHTMLを用いることを検討してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.3
テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、十分なコントラスト比をもたせていることをロービジョンモードを使用して確認して下さい

（次の場合を除く： 大きな文字、付随的、ロゴタイプ）

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.4
キャプション及び画像化された文字を除き、コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200％ までサイズ変更できること

を確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 1.4.5
使用しているウェブコンテンツ技術で意図した視覚的な表現が可能である場合は、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝えている

ことを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.5
ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合を除き、ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達するこ

とのできる複数の手段があることを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 2.4.7
キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボード・フォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがあることを確認して下さ

い。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.1.2
固有名詞、技術用語、どの言語なのか不明な語句、及びすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句を除いて、コンテンツの

一節又は語句それぞれの自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能であることを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.3
利用者が変更した場合を除き、ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムが、繰り返さ

れるたびに 相対的に同じ順序で提供されていることを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.2.4 ウェブページ一式の中で同じ機能性を有するコンポーネントは、一貫して識別できることを確認して下さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.3
入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示していることを確認して下さい。（セキュリ

ティ又はコンテンツの目的を損なう場合を除く。）

/link/ 手動確認済み 手動確認 AA: 3.3.4
利用者にとって法的な義務もしくは金銭的な取引が生じる、利用者が自分で制御可能なデータ・ストレージ・システム上のデータを変更もしくは

削除する、又は利用者が試験の解答を送信するウェブページでは、 取消、チェック、確認のいずれかを実施できることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.1.1
利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツに対して、状況に応じて、同等の目的を果たす代替テキストを提供していることを確認して下

さい。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.1 表現を通じて伝達されている情報、 構造、関係性は、プログラムが解釈可能であるか、テキストで提供されていることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.3.2 コンテンツの提供順序がその意味に影響を及ぼす場合には、正確な読み上げ順序をプログラムが解釈可能であることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1
色の違いだけで示されているリンク又はコントロールは、その文字色と周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にし、フォーカスを受

け取ったときには視覚的な手がかりを補足して強調されていることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.1
コンテンツに制限時間が設定されている場合には、利用者が解除・調整・延長することを可能にしてください。（次の例外を除く： リアルタイ

ム，必要不可欠，制限時間が20時間よりも長い）

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.2.2
動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する情報に対しては、必要に応じてそれを利用者がそれを一時停止、停止、非表示に

する（もしくは、自動更新の頻度を調整する）メカニズムが提供されていることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.3.1
ウェブページ上に閃光が存在する場合は、どの1秒間においても3回以下である、又は一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っていることを確認し

てください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.1 繰り返されるブロックが存在する場合は、スキップ可能な方法でグループ化されていることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.2 ページのタイトルがページの内容を表しており、そのタイトルによってウェブページを特定できることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.3
ナビゲーションの順序が意味又は操作に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受

け取ることを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.4.4
リンクの目的が、リンクのテキスト、もしくはプログラムが解釈可能なリンクの文脈をリンクのテキストとあわせたものから解釈できることを確

認してください。（リンクの目的が一般的にみて利用者にとって曖昧な場合を除く。）

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 3.2.1 いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに 状況の変化を引き起こさないことを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 4.1.1 開始タグ及び終了タグが仕様に準じて用いられており、IDの重複や、同一属性が複数回指定されたタグが存在しないことを確認してください。

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 2.1.1, A: 4.1.2

マークアップを用いて名前及び役割をユーザーエージェントに提供し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知している

ことを確認してください。（例： マークアップ言語（HTMLなど）で標準的なユーザーインタフェース・コンポーネント（HTMLのフォームコン

トロールなど）を使用する。）

/link/ 手動確認済み 手動確認 A: 1.4.1 情報を伝える画像の中で色を用いている場合、パターンやテキストを用いて色以外の方法でも情報を入手可能にしてください.



▽ロービジョン

該当ページ 判断 JIS 内容

全ページ Google検索関連の為除外 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えていないか確認してください。

(対象文字列 = ?)  

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.4 この文字は小さすぎます。さらに固定サイズのフォントが使われています (px) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.4 この文字は小さすぎます。さらに固定サイズのフォントが使われています (px) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.4 この文字は小さすぎます。さらに固定サイズのフォントが使われています (px) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.3 文字色と背景色のコントラスト比が3:1未満です。(対象文字列 = ×) (コントラスト比 = 1.97) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.4 固定サイズのフォントが使われています (px) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.3 文字色と背景色のコントラスト比が4.5:1未満です。 (対象文字列 = Date) (コントラスト比 = 4.48) 

全ページ Google検索関連の為除外 AA: 1.4.4 この文字は小さすぎます。さらに固定サイズのフォントが使われています (px) 


