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クアクセシビリティの社外フェローに、
第第一人者の植木真氏を招聘
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株式会社コンセント

～すべての人が情報やサービスにアクセス可能である社会の実現に向けて～

株式会社コンセント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：長谷川敦士、以下「コンセント」）は、アクセシビリ
ティの専門家である株式会社インフォアクシア 代表取締役の植木真氏を、社外フェローとして招聘いたします。

アクセシビリティを取り巻く近年の環境変化として、国内では 2016 年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」） ※1 の施行や、2020 年の東京五輪・パラリンピック開催に伴う各国から
の訪日アスリートや関係者、旅行客の増加により、グローバル規模での日本国内 Web サイトへの厳しい視線・指摘
の増加などが見られます。
また、人生 100 年と言われる超高齢化社会への対応や、IoT（Internet of Things）によるデバイスのさらなる多様化
に向けた対応が、今後ますます求められます。
※ 1 参考 資料「障害 を理由とする 差別の解消 の推進 」（ 内閣府 ）
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

このような背景により、公共団体や自治体はもとより、民間企業にも Web アクセシビリティに対する配慮や対応が
求められていくことは避けられません。
また既にグローバルにおいては、先進国での法令化に伴う罰則規定の整備や、それに基づいた提訴事例なども数が急
激に増えています。この影響で、米国やカナダなどの企業では、アクセシビリティ対応の選任チームを組織内にもつ
までになってきているのが実情です。
コンセントでは、以前より Web サイト構築・運用業務における Web アクセシビリティの対応力を強化しており、社
内にてタスクフォース型専任組織を形成し、デザイン会社であるコンセントの強みを活かした Web アクセシビリテ
ィ対応における方針策定の考え方や業務のプロセス、実装・対応方法の検討などを進めてまいりました。また、こう
した活動はすでに一定の成果を生み出しており、コンセントでサイト全体の Web アクセシビリティ対応プロジェク
トを支援した日本財団公式 Web サイトが、公的機関でもまだ事例の少ない PDF や動画の一部のアクセシビリティ確
保と向上への取り組みを認められ、2017 年度 Web グランプリにて浅川賞 ※2 を受賞するといった社会的評価も得てい
ます。
※ 2 Web グランプリ 「浅川賞」 とは、ご自 身に全盲の 視覚障害 がある IBM フェロー 浅川智恵子 氏にちなみ 、 Web アクセシビ
リ ティの重要 性の広い認 知を目指 し 2010 年に 創設された、優 れた Web アクセシ ビリティ対 応をしてい るサイトに 贈られ る
もの です（「浅 川賞」の概 要 https://award.wab.ne.jp/eventoutline/index4/）。

News Release
ア クセシビリティの専門家である植木氏に社外フェローとして参画いただき、アクセシビリティ対応力を強化す るこ
とで、これまでの活動のさらなる発展と加速を目指します。
［予定している具体例な取り組み］
・Web アクセシビリティの社内対応力強化によるクライアント業務への対応
・新たなデザインサービスの開発
・社外への Web アクセシビリティの啓発、啓蒙的なイベント活動

他

コンセントは、障害者対応に限った狭義の Web アクセシビリティではなく、年齢、言語、文化、環境、テクノロジ
ーのバリアがない、すべての人が情報やサービスにアクセス可能である社会の実現に向けた「デザイン」としての
アクセシビリティ対応に、今後も引き続き取り組んでまいります。
社外フェローに就任いただく、株式会社インフォアクシア代表取締役 植木真氏のコメント
株式会社インフォアクシアでは、主に企業の Web サイトのアクセシビリティに関するコンサルティングや、日本工
業規格「JIS X 8341-3」や W3C 勧告「WCAG 2.0」などの標準化活動に取り組んでまいりました。
このたび、日本を代表するデザイン会社である株式会社コンセント様の社外フェローに就任することになり、大変光
栄に思っております。
近年、海外諸国だけでなく、日本でもアクセシビリティを品質基準の 1 つとして位置付ける Web サイトや Web サ
ービスが増えてきました。日本における Web アクセシビリティのさらなる向上のために、コンセント様とともにさ
まざまなソリューションを提供してまいります。
植木氏招聘にあたっての、株式会社コンセント代表取締役社長 長谷川敦士のコメント
このたび、コンセントではアクセシビリティ分野の第一人者であるインフォアクシアの植木真さんをフェローとして
お招きし、これからのコンセントの活動やサービスにおいてコラボレーションしていくこととなりました。コンセン
トでは、これからのコミュニケーション全般において、アクセシビリティはより重要な論点として社会で議論されて
いくものと思っています。また、テクノロジーの発達によって、今後は Web だけでなく、より広くアクセシビリテ
ィは実現されていかなければなりません。植木さんを迎えることで日本でのアクセシビリティの推進に、より 寄与し
ていければと思います。

植木真氏のプロフィール
株式 会社インフ ォアクシア 代表取締 役。 Web 制作会 社でディレクタ ーを経験し た後、一般 企業の Web マ
スタ ー、Web ユーザビ リティやア クセシビリ ティのコンサ ルタント などのキャ リアを積み 重ねて、2004 年
10 月に独立。 サイト診断 、ユーザビ リティテス ト、ガイド ライン作 成、教育・ 研修などの サービスを 通じ
て、 主に企業 Web サイト のアクセシ ビリティ向 上をサポー トしてい る。
- ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC）委員長（2012 年 10 月～現在）
- JIS X 8341-3 改正原案（JIS X 8341-3:2016）作成委員会 委員長 及び 分科会 主査（2014 年度）
- W3C AG (Accessibility Guidelines) ワーキンググループ Invited Expert
- 2015年、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web 広告研究会の第 3 回 Web グランプリ「Web 人賞」を受 賞。
- 2017 年、IAAP（International Association of Accessibility Professionals）より「Web アクセシビリティ・プロフ
ェショナル（CPWA）」として日本人で初めて認定される。
株式 会社インフ ォアクシア https://www.infoaxia.co.jp/

株式会社コンセントについて
株式 会社コンセ ントは、デ ザインを通 じて、組織 、人、社会 の課題解 決を支援す る、日本最 大規模のデ ザイン会社 です。
1971 年の創業以 来培ってき た、エディト リアルデザ イン、情報アー キテクチャ、 ユーザー体 験デザイン、 サービスデ ザインなどのデ
ザイ ン領域の専 門的知見や アプローチ と、HCD-Net 認 定専門家も多 数在籍する 人間中心設 計（ HCD）プ ロセスを活 用し、企業などの
組織 を対象に、広報やマー ケティング 、ブランデ ィングにお ける組織 コミュニケ ーションや クリエイテ ィブ開発、事業開発・組織開発
への デザイン思 考の導入な どの幅広い 分野で支援 をしていま す。
株式 会社コンセ ント https://www.concentinc.jp/
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