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［要旨］
本研究は，2018（平成30）年度に共同研究の補助を受け実施した，
バリアフリー環境における研究で指摘した「物理的バリア」について，
３年経過した時点において再点検を行ったものである。
本研究における再点検の結果，その改善・整備の困難性から，これま
での３年間に改善が図られた箇所はなかったものの，再度バリアフリー
の課題のある箇所を再認識することができた。また，代替・補完が可能
となる工夫により，改善の可能性のある箇所も指摘することができ，今
後の整備の方向性について示すことができた。

ある学生が感じている社会的障壁の除去を目

１．はじめに

的とした合理的配慮の「義務化」は，私立大

2016（平成28）年に『障害を理由とする差

学に対しては「努力義務」とされていた。し

別の解消の推進に関する法律（いわゆる障害

かし，「事業の類似性」や本学の伝統的な建

者差別解消法，以下同）
』が施行され，障害

学の精神や考え方等に鑑み，本学においては

がある人に対して，
「不当な差別的取扱い」

実質「義務」として捉えるのが相応と再認識

を禁止し，「合理的配慮の提供」が求められ

し，学内コンセンサスの醸成を図りつつ，支

ることとなった。

援体制の整備を図ってきた１）。

本学においては，障害者差別解消法の施行

そして，障害学生支援ＷＧの検討及び答申

に先立ち，2015（平成27）年に障害学生支援

を経て，2016（平成28）年にアクセシビリテ

ワーキンググループ
（以降，
WG）
が設置され，

ィ支援室（以降，支援室）が発足し，現在ま

その対応について検討された。

で至っている。

当時，国公立大学に求められていた障害の

支援室の規程には，
『支援の妥当性や実施

キーワード：バリアフリー環境，視覚障害，肢体不自由障害，発達障害
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状況及び学習環境の検証に関する事項（第４

われる箇所を写真撮影し（以降，
「第一次点検」

条７項）』という条項があり，バリアフリー

とする），課題の検討を行っている。

に対する検証も本条項における学習環境の検

本研究では，まず2018（平成30）年度の第

証に含まれている。また，当支援室で実施

一次点検時に撮影した写真をもとに同様の箇

している自己点検評価においても，支援室

所にて改めて点検・検証を行った。

開設以来，毎年，次年度への検討課題とし
て，バリアフリーとともに関連のあるＵＤ

２－２

（Universal Design／ユニバーサルデザイン）

１）ラーニングコモンズ

の観点からの検証の提起を行ってきた。

各箇所における点検・検証

Fig.1～Fig.5にラーニングコモンズで撮影

以上のような状況に鑑み，2018（平成30）

した写真（第一次点検時）を示す。

年度の学内共同研究として，当時の支援室の
学内選出教員委員によりバリアフリー環境の

Fig.1に示した階段付近のスロープ（傾斜
路）において，変更は見られなかった。

現実と課題について研究を遂行し，その成果

第一点検時にも指摘したが，本スロープに

を2020年３月発行の本学社会福祉学部北星論

おいては，絨毯の色を変えるなど視覚的に分

集２）にて報告を行っている。

かりやすく工夫はされているものの視覚障害

その後，支援室の自己点検評価においても

のある学生には急にスロープになることでの

指摘されていたが，研究成果における「早期

配慮が必要となる。特に，階段に接する箇所

に改善できる物理的バリア」が解消されてい

に位置することから，転倒のリスクも考えら

るかどうか，改めて点検・検証する必要性が

れ，さらなるバリアフリーを目指すのであれ

生じていた。

ば，当事者も交えた検証等の検討が必要とな

そこで，本研究においては，2018年度の共

ると思われる。

同研究にて検証を実施した「物理的バリア」
について，
３年程度経過した時点
（2021年度）
において，どの程度の進捗状況にあるかを点
検し，再検証することを目的としている。ま
た併せて，
研究成果で指摘した箇所に加えて，
学生が利用する主要箇所における「物理的バ
リア」の解消に向けて，さらなる上のステー
ジを目指しての提言を行うものとする。

２．学内バリアフリー環境の点検・検証
２－１

Fig.1

ラーニングコモンズのスロープ

目的・方法

筆者らを含む2018（平成30）年度の共同研

なお，国土交通省が示している多様な人々

究で行った調査 ２） では，大学内および周辺

が利用する「公共交通機関の旅客施設・車両

（主に近隣地下鉄駅からの通学路）における

等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガ

夏季のバリアフリー環境について，視覚障害

イドライン（バリアフリー整備ガイドライ

や車椅子利用の肢体不自由障害および発達障

ン）
」３）では，通路において「段を設ける場

害のある人の知覚特性および心理特性の観点

合は，路面の端部の全体がその周囲の部分と

から，問題や困難を感じるのではないかと思

色の明度又は彩度の差（輝度コントラスト）
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が大きいこと等によりロービジョン者の操作
性に配慮したものとすることが望ましい。
」
とされている。
輝度比の計測等は実施できていないが，容
易に識別できるよう検証する必要があるよう
に思われる。また，スロープであると同時に
階段に接する部分にあることから，スロープ
及び階段の端部に接続する通路部に点状ブロ
ック等の敷設の検討も必要となるであろう。
Fig.2に印刷専用ＰＣの設備について示す。

Fig.3 ラーニングコモンズのウォータークーラー

第一次点検時には，使用ルール（印刷枚数
を指定の用紙に記入）によっては，視覚障害

Fig.3では，ウォータークーラーがそもそ

のある人には独力では難しいバリアになり得

も設計上の問題から，車椅子利用の人には不

ることを指摘した。また，車椅子利用の学生

親切な設計となっている。車椅子利用者にも

には，高い位置にあるため単独では使いづら

配慮された低く設計されているウォーターク

いであろうという指摘を行った。

ーラーもあることから，次回の設備更新時に
は改善の余地があると思われる。

Fig.2

ラーニングコモンズの印刷専用 PC

本設備において，
変更は見られないものの，

Fig.4

ラーニングコモンズのトイレ洗面所

Fig.2の写真にも見られるように本設置個所

Fig.4のトイレの洗面所は，高さについて

はラーニングコモンズのカウンター及び事務

は問題ないものの，車椅子だと脚部が邪魔に

室に接する場所に位置し，スタッフの「気づ

なり洗面台まで手が届かないこととなる。

き」によるサポート（接遇）が容易に受けら
れると思われる。

また，Fig.5にセンター棟２階にあるトイ
レの便房（個室）の写真を示す。

また第一次点検時，同じくラーニングコモ

ラーニングコモンズはセンター棟の２階に

ンズでは，Fig.3～Fig.5に示す箇所では肢体

設置されているが，２階には多目的トイレが

不自由，特に車椅子利用の学生にとっては，

設置されていないため，ラーニングコモンズ

大きな物理的バリアとなる可能性が散見され

を利用する肢体不自由のある学生は，トイレ

ることを指摘した。

利用のたびに１階まで降りなければならない
状況となっている。
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Fig.6

ラーニングコモンズの２階トイレ

校舎外掲示板

設置上は，１階に多目的トイレがあること

の工夫や掲示物自体の見やすさの工夫（表現

で問題はないのであるが，心理的には２階に

方法，ＵＤ文字の使用等）を検討する等もあ

も多目的トイレがあることが望ましいと思わ

っても良いと思われる。そのような意味では，

れる。センター棟の１階（国際交流センター

他の掲示板も含め，学内全体の掲示のあり方

やカフェ等）と２階では，その利用目的や滞

についても Web 情報などと併せ，検討して

在時間等の利用者の行動形態が異なるため，

も良いのかもしれない。

各階に多目的トイレがあれば，より高度なバ

Fig.7に B 館玄関のスロープを示す。

リアフリーが推進されると思われる。トイレ
は設置スペースの確保の困難性や，またその
整備に多くの費用がかかることから，改修に
は大きな困難が伴うのであるが，Fig.4で指
摘した洗面所設備と併せ，次回の設備改修時
に，
学内の多目的トイレの配置計画等も併せ，
検討する余地があるように思われる。
２）校舎外
Fig.6に校舎外掲示板の写真を示す。

Fig.7

校舎外掲示板に掲示されている掲示物につ

B 館玄関前スロープ

いては，コントラストがはっきりせず，視覚
障害の弱視や色覚異常のある学生にとって

B 館玄関にはスロープが設置されており，

は，見づらい掲示かもしれないことを第一次

車椅子利用にも配慮されているのであるが，

点検にて指摘した。また，発達障害のある学

B 館建築がおよそ20年程度経過していること

生で，たくさんの視覚情報の中から自分にと

もあって，スロープの幅員がやや狭かったり

って必要な情報を得ることを苦手としている

勾配角度が少し急であると思われ，またカー

場合は，あまりに多くの情報が平面的に羅列

ブも存在する。車椅子等も多様なものが考え

されている場合は混乱してしまうこともあり

られ，電動車椅子や重度身体障害のあるバギ

得ることも指摘を行った。

ー利用の学生が入学してくる可能性を考え，

掲示物の重要性にもよるが，掲示物の配置

次回の改修時には考慮する必要があると思わ
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れる。
Fig.8に，サイクリングロードからキャン
パス内に至る通学路の主要なルートとなって
いるカバードウォークの写真を示す。
カバードウォークでは，諸般の事情から階
段を数カ所に設けられている。勾配角度の関
係の他，自転車利用による事故防止の観点か
ら敢えて階段を設置したと思われる。肢体不
自由のある車椅子利用者及び自転車利用の場
合は，段差のない通路が望ましく，第２研究
棟横でサイクリングロード側に設置されてい
るルートを想定していると思われるものの，
勾配が比較的大きい状況となっている。

Fig.9

カバードウォーク下の案内サイン

また，階段の踏面の端部（段鼻部）におい
て，各箇所，点状ブロックの突起が１点敷設
されており，ある程度の配慮がなされる努力
はされているものの，色の劣化も見られ，よ
Fig.8

り段の識別を容易にすることが求められる。

カバードウォーク

国土交通省により示されているバリアフリ

ちなみに，カバードウォーク下部のサイク

ー整備ガイドライン３）では，
「踏面の端部（段

リングロード側脇には，Fig.9に示す案内サ

鼻部）は，全長にわたって周囲の部分との色

イン（立て看板）が設置されている。

の明度，色相又は彩度の差（輝度コントラス

実際には，車椅子利用者はサイクリングロ
ードからのアプローチではなく，正門や駐車

ト）を大きくすることにより，段を容易に識
別できるものとする。」とされている。

場側からのアクセスを想定していると思われ

バリアフリー整備ガイドラインに記されて

るが，Web 等も含めたバリアフリールート

いる全長にわたっての整備は，改修時でなけ

の案内・周知等の情報提供に関しての検討も

れば費用面において困難が予想されるが，応

必要であると思われる。

急的に対処する措置として，近年公共交通施

また，階段部分においては，各箇所の段数

設等で活用されている段鼻部のサイン等を

は非常に少ないものの，点状ブロックは設置

敷設するのも一案であるように思われる。

され，視覚障害当事者への配慮がなされてい

Fig.10に示したように本学でも同様のサイン

る。しかし，点状ブロックの色とその周辺の

は試行的に設置されており，学内の他の階段

コンクリートの色との間のコントラストがは

も含め，計画・検討することが望まれる。

っきりせずロービジョン者等に対応する視認
性において，課題が残されている。
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題であると思われる。
３）サークル棟
サークル等に所属する学生が利用するサー
クル棟でも第一次点検時に検証を行った。
Fig.12にサークル棟の階段の写真を示す。
サークル棟は，階段しか設置されておらず，
肢体不自由障害で車椅子を利用する場合は，
サークル活動にもバリアが生じる。また，階
段の幅員も狭いため，階段昇降機など補助設
Fig.10

備の設置も困難であるように思われる。

段鼻部のサイン

図書館入口のスロープを Fig.11に示す。

Fig.12

Fig.11

サークル棟階段

また，トイレについても車椅子利用者の使

図書館入口 スロープ

用を前提としておらず（Fig.13参照）
，多目

図書館入口のスロープは，
B 館玄関前同様，

的トイレの設置もなされていない。

幅が若干狭く90°に曲がらなければならない
等，車椅子利用者には通行の困難さが予想さ
れる。
第一次点検時にも指摘したが，図書館は本
学の学生のみならず，広く近隣市民にも開放
されている施設である。そのため，本学に在
籍している学生はもちろんのこと，多様な
方々の利用を想定し，そのアクセスに配慮す
ることが望まれる。特に肢体不自由の車椅子
利用者やその介護者等が利用しやすい環境を

Fig.13 サークル棟トイレ

考えることが望まれる。
スロープについては，いずれもその改修に
多くの費用を必要とするため，短期的には困

肢体不自由の障害のある学生に学生生活を

難を伴うものの，中長期における次回の改修

享受してもらうため，次回のサークル棟改修

時を見据え，計画あるいは考えていくべき課

時には，車椅子利用者にも配慮した整備も検
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討する必要がある。
４）大学会館
大学会館は，１階に大学生協，２階に学生
共用スペース，３階に学生食堂があり，授業
以外において学生の利用頻度も非常に高い施
設となっている。この建物には，階段のみ
（Fig.14参照）でエレベータは設置されてい
ないものの，第１研究棟もしくは第２研究棟
のエレベータを使用し，センター棟との連絡

Fig.15

通路を経て２階以上の施設の利用が可能とな

高所に陳列されている商品

っている。

Fig.16

引きドアの商品棚

た。車椅子利用学生の手が届かず利用しにく

Fig.14大学会館階段

い位置に商品が配置されていたり（Fig.15参

しかし，第一次点検時にも指摘したが，車

照），飲料が配置されている冷蔵庫のドアが

椅子利用者のルート（動線）は，多くの学生

引きドアのため，車椅子利用者が取りづらい

がアクセスするルート（動線）と大きく異な

状況にある（Fig.16参照）ことを指摘した。

り，またその距離が非常に複雑で長いルート

これらの状況についても，限りある店舗売

となっている。建築物の構造自体にも影響す

場面積において，必要となる品揃えを提供す

ることから，早期の改修は困難であると思わ

るにはその棚の配置等に限界があると思わ

れるものの，エレベータの設置や代替手段の

れ，変更は見られない。しかし，スタッフや

検討等，障害者差別解消法の基本的考え方と

周辺の学生による「気づき」等により対応し

なる「イコールアクセス」の観点での合理的

やすい環境や雰囲気の醸成が望まれる。

配慮において，できるだけ早期の改善が望ま
れるところである。

Fig.17に大学会館１階から２階に至る階段
の踊り場の掲示物について示す。

また，大学会館１階にある大学生協の売店

Fig.17の写真からも分かるように，非常に

についても検証を行った。１階の売店には，

多くのポスター等の掲示物が掲示され，視覚

学生達の必需品が販売されており，利用頻度

障害のある学生や発達障害のある学生にとっ

も非常に高いと思われるが，商品の陳列展示

ては，視覚情報が整理されておらず混乱する

や掲示について，第一次点検時に指摘を行っ

ことが予想されることについて，第一次点検
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る情報を示しているように理解されるアイコ
ン表示（ピクトグラム）もあることを第一次
点検では指摘を行った。
第一次点検時に，その混乱させる可能性の
あるサインとして，Fig.18のサインを例示し，
指摘を行った。Fig.18で示したピクトグラム
は，校舎（Ａ・Ｃ館）への案内表示を示して
いるが，人の歩く姿は左方向であることに対
Fig.17

し，矢印は上方向（直進）を示している。

階段の掲示物

通常は経験値もあり問題になることは少ない

時に指摘を行った（Fig.17）
。

が，発達障害のある人にとって，初見では混

掲示物については，第一次点検時と大きな
変化は見られない。しかし，今後，掲示の管

乱を招く表示であることを指摘したところで
ある。

理を行っている大学生協と協議をし，校舎外

また，Fig.19に示す案内サインについても

掲示板でも指摘したような工夫により，少し

混乱するサインの例示として，同様に指摘し

ずつでも改善を図っていく必要もあるかもし

たところである。

れない。また，第一次点検時にも指摘をした
が，障害のない人にとって当たり前の陳列展
示や掲示が，実は障害のある人にとっては，
思わぬバリアになっていることを考えるきっ
かけになればよいと思っている。
５）案内サイン（ピクトグラム）
Fig.18と Fig.19に中庭に設置されている案

Fig.19

内誘導サインの写真を示す。

中庭の表示２

現状においては，いずれも第一時点検時と
同じ状況となっており，変化は見られない。
アイコン表示（ピクトグラム）による案内

Fig.19のサインは，Fig.18のサインにおい
て指摘した事項に加えて，直進の示す部分は，

サインはその意味を認知しやすく，非常に便

本来意味するところのアスファルト舗装され

利なものであるが，間違った情報や混乱させ

た部分の直進ではなくまっすぐ立木に向かっ
ていくようにさえ感じさせる表示となってい
る。車両通行等による設置場所の問題はある
ものの，設置位置と通行の動線，ピクトグラ
ムデザインの意味を併せて考えることが必要
となる。大学内を利用するのは基本的に本学
所属学生（教職員も含む）がほとんどであり，
それらの多くは経験則が成り立つことから早
急な改善が必要というわけではないが，大学
のキャンパスは図書館やオープンユニバーシ

Fig.18

中庭の表示１

ティ等における市民の利用，オープンキャン
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パス等における高校生の利用も想定されるた

究にて行った「物理的バリア」を対象として，

め，案内サイン変更時には，そのデザインや

３年程度経過した時点において，当時指摘さ

設置位置等について検討することが必要とな

れていたバリアが解消されているかどうか，

る。

どのような状況になっているかを再点検し，

Fig.20に緊急避難の案内サインについて示

改めて評価することができた。

す。

対象となる施設・設備の再点検の結果を整

このサインについても変化は見られない。

理すると，Fig.21のようにまとめることがで

このサインは，左右どちらの方向にも避難

きる。

ができるという案内表示であるが，発達障害

Fig.21では，各施設・設備に対して，建築

のある人のなかでは，どちらに避難するべき

時に伴って敷設されるような設備で，大きな

なのか判断に苦しむ人もいる。右か左かどち

敷設・改修費用を伴うものは中長期にわたっ

らかに避難することは理解できるのである

ての改修計画を必要とするため「中長期」と

が，どちらの方向の矢印かはっきり明示しな

表記し，什器等備品にあたるもの「中期」
，

いことには，選択に迷ってしまう場合があ

消耗品やソフト的対応が可能なものは「短期

る。この場合は，１枚のピクトグラムに２つ

＝比較的すぐに改善できる」と表記してい

以上の情報を含ませることが混乱の元となる

る。また，
「工夫の可能性」欄は，代替・補

ため，左右の少し距離を置いた場所にそれぞ

完による工夫が比較的容易と考えられるもの

れ右方向と左方向の矢印による避難表示をす

を「有」と表記している。

ることで改善を図ることができる。
Fig.21

今回の点検対象による結果と改善

No 場所
２
３
４
５

Fig.20

７

緊急避難の案内サイン

校舎外

６

ラーニングコモンズ

１

８

置にもある程度の手間と費用がかかることか

９

ら，次回の改修時における検討，もしくは手

10

づくりのサインなどによる工夫などの応急措

11

置を検討することも可能である。

12
14

３．考察

15

今回，2018（平成30）年度の学内の共同研
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案内

13

サークル 大学会館

しかし，このサインについては内照式で設

施設・設備
スロープ

改善に
工夫の
要する期間 可能性
中長期

－

短期も可

有

中期

－

トイレ洗面所

中長期

－

トイレ便房

中長期

－

短期

有

中長期

－

印刷専用 PC
ウ ォー タ ー ク
ーラー

校舎外掲示板
スロープ
（B館･図書館）

カバードウォ
中長期
ーク
（一部短期）

－

階段

中長期

－

トイレ

中長期

－

階段

中長期

－

商品棚

中期

有

掲示物

短期

有

案内サイン

中期

有

避難サイン

中期

有
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Fig.21にも示されているように，今回の再

は教室や廊下などの普段学生が良く使用する

点検の結果，その改善の整備の困難性から，

頻度の高い場所やルート（動線）について

３年の間に大きく改善が図られた箇所は見ら

は，アクセスや使用を困難とするような大き

れなかったものの，再度バリアフリーの観点

な物理的バリアは存在していないように思わ

から課題のある箇所を再認識することができ

れる。それは，冒頭でも述べたように，本学

た。また，併せて代替・補完できるような工

はキリスト教主義を建学の精神とし，伝統的

夫により，改善の可能性のある箇所も指摘す

に古くから社会福祉系の学部・学科を有して

ることができた。

いることもあり，大学全体として社会的弱者

今回，再点検を行った「物理的バリア」は
工夫等により，比較的早急に改善することが

への配慮を自然と有している思想・環境にあ
ることも背景として考えられる。

可能なものもあるが，
費用面
（予算化が必要）

また，それらの思想・環境をもとに，2016

等の理由から中長期にわたって考え，計画し

年にアクセシビリティ支援室が設置された

なければならないものも多い。そのため，本

が，授業等による学習に対して，そのアクセ

研究のような点検を定期的に行って，きちん

スに困難が生じている学生に対しての支援を

と意識し，
代替・補完する工夫も施しながら，

大学全体で継続して取り組んでいることも大

将来にわたる改善を見据えた計画を立ててい

きな意味があると思われる。

くことが重要であるように思われる。

今後，可能であれば数年ごとでも定期的に
学内や学内にアクセスする動線において，バ
リアフリーやユニバーサルデザインのチェッ

４．関連するバリアフリー箇所について

クを行い，まずは配慮が必要な箇所にしっか

前章で触れた階段部分の段鼻のサインであ

りと「気づき」，認知することが重要である

るが，Ｃ館階段においてもその視認性に課題

ように思う。また，その点検の際には，多様

があると思われる。C 館の場合，階段の色相

な障害当事者（特にインクルーシブリサーチ

等のデザインの親和性から Fig.10のようなサ

の実施が望ましい），もしくはバリアフリー，

インではなく，輝度比を確保した上で，黒色

ユニバーサルデザインの分野で幅広く知見を

等の耐久性のあるシール状のようなものの敷

持っている方の参加により点検することが望

設も検討すべきである。

ましい。

また今回，トイレもいくつか点検箇所で挙
げられていた。トイレについては，前回の研
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