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富士通は高齢者を中心に，操作に不慣れな方や視力などの身体能力が衰えた方にも気軽

に使っていただけるように配慮した携帯電話「らくらくホン」を開発した。この開発では，

とくに音声合成技術，音声認識技術を駆使し，ハードウェアやソフトウェアのデザイン，そ

れにユーザインタフェースをユニバーサルデザインの視点で工夫することによって，使いや

すく分かりやすい携帯電話を実現している。また開発に当たっては，ユーザの視点に立って

ユーザビリティの調査や評価を積極的に行い，問題点を明確にした上で携帯電話のデザイン，

ユーザインタフェースを改善して商品に反映する，といったプロセスを採用している。 
本稿では，まず「らくらくホン」のユニバーサルデザイン実現ステップを紹介し，そし

てこのステップによって実現されている「らくらくホン」のハードウェア，ソフトウェア，

音声機能のユニバーサルデザイン実例を紹介する。 
 

Abstract 

Fujitsu’s Raku Raku PHONE is an easy-to-use mobile phone for elderly persons, persons 
unfamiliar with mobile-phone operation, and persons with physical disabilities, for example, 
persons with visual disabilities.  This highly accessible, user-friendly mobile phone makes 
full use of speech synthesis and voice recognition technologies and achieves good universal 
design through an ingenious combination of hardware, software, and user interface.  In the 
development phase, we adopted a special process to aggressively research and evaluate 
product usability from users’ viewpoints, clarify existing problems, and improve the design 
and user interface of mobile phones.  This paper describes the steps taken to achieve 
universal design in the Raku Raku PHONE and the universal design features of its 
hardware, software, and audio functions. 
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（注） 2005年2月にピンクを追加。

図-1 「FOMAらくらくホン」F880iES 
Fig.1-FOMA Raku Raku PHONE F880iES. 

 

ま え が き 

 日本人の高齢化は年々進み，65歳以上の高齢者

人口は約2,480万人，人口比率で19.5％を占めてい

る（2004年1月）。(1) これに対して，日本国内の携帯

電話市場は拡大を続け，携帯電話利用率調査

（2003年度）(2)によると全体で84.4％と，市場が成

熟しつつある反面，60代男性では54.1％，60代女

性においては40.2％と，高齢層での普及が全体の普

及と比べて遅れているのが現状である。このように

市場が成熟するにつれて，高齢の方にもっと携帯電

話を使っていただいて市場を拡大させることができ

ないか，そうする上で取り除かなければならない障

害は何か，といった議論がキャリア（通信事業者），

メーカの双方でなされるようになった。さらに，携

帯電話の機能が複雑になっていく中で，誰にでも簡

単に使える携帯電話に対するニーズが高まっていっ

た。こうした状況に対応するため開発されたのが

「らくらくホン」である。 
 「らくらくホン」はNTTドコモ様の商品名で，

とくに高齢の方を中心に，携帯電話の操作に不慣れ

な方や視力などの身体能力が衰えた方にも気軽に

使っていただけるように配慮してある。富士通は

2001年9月の「mova」F671i以来，「mova」F671iS，
「mova」F672i，そして今回のW-CDMA方式に対

応した「FOMAらくらくホン」F880iES（図-1）(注1)

と4世代にわたって商品を提供させていただき，客

層を着実に広げながら「らくらくホン」市場をつく

ることに貢献してきた。これらの携帯電話は世代を

追うごとに進化を続け，高性能で便利な機能が搭載

されているのはもちろん，ハードウェアやソフト

ウェアの随所にユニバーサルデザイン（UD）によ

る使いやすさへの配慮がされているのが特長である。 
 「らくらくホン」では，ユニバーサルデザインの

視点から以下の使いやすさへの配慮がされている。 
（1） 携帯電話に不慣れな方でも使いやすいように

工夫した，簡単で親切なインタフェース 
 携帯電話の使用経験が浅く，直感的に操作できな

い方のことを考え「らくらくホン」専用のインタ

フェースを用意した。そしてメールが一般的になる

と使いやすいメール機能を，そしてカメラが一般的

                                                       
（注1） 「mova」「FOMA」「iモード」は，株式会社NTTドコモ

の登録商標です。 

になると使いやすいカメラ機能をと，市場の成熟に

対応しながら要求機能を使いやすいかたちで提供し，

簡単にモバイルコミュニケーションの輪に入ってい

ただけるようにお手伝いしている。 
（2） 視覚機能の衰えをサポートする諸機能 
 表示を見やすくするといった視覚をサポートする

工夫はもちろんのこと，視覚だけに頼らず音声でも

サポートする機能が搭載されている。富士通独自の

音声合成技術による「音声読み上げ」機能や，音声

認識（不特定話者）技術による「音声呼び出し」機

能などが代表的で，これらの機能は健常者にとって

も便利な機能である。 
 本稿では，まず「らくらくホン」のユニバーサル

デザイン実現ステップを紹介し，そしてこのステッ

プによって実現されている「らくらくホン」のハー

ドウェア，ソフトウェア，音声機能のユニバーサル

デザイン実例を紹介する。 

「らくらくホン」のUD実現ステップ 

 商品の性格上，よりユーザの意見を聞き行動を観

察する必要があり，スタンダード機以上に十分な調

査とユーザビリティの評価を開発プロセスに組み込

んでいる（図-2）。ユーザとして想定する属性（40
歳代から60歳代の方など）の携帯電話ユーザ，非

ユーザの被験者を集めた上で，通常の開発過程で随

時行われているCLT（センターロケーションテス

ト）調査(注2)による感性的評価に加え， 
（1） グループインタビューによる潜在ニーズや不

満点の発見 

                                                       
（注2） 会場に被験者を集め，実機やサンプルなどを使って評価

していく調査手法。 
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1．「らくらくホン」のUDに関する共通認識の確立

2．「らくらくホン」のUD改善目標の設定

3． 「らくらくホン」のユーザ評価

4．「らくらくホン」の開発

5．市場展開

・関係者全員の意義・目的理解

・不慣れな方でも親切なインタフェースの実現
・視覚機能の衰えをサポート

・F672iSを使用した「文脈的質問」によるユーザビリティ評価

「らくらくホン」の
開発プロセス

・CLT調査による感性的評価
・グループインタビューによる評価
・ユーザビリティテスト
・ヒューリスティック評価

・ガイドラインの作成，適用
・チェックツールの作成，適用

 
図-2 「らくらくホン」におけるユニバーサルデザインの実現ステップ 
Fig.2-Steps for achieving universal design in Raku Raku PHONE. 

 
（2） ユーザビリティテスト，およびヒューリス

ティック評価(注3)による操作性評価 
を積極的に行うことによって評価結果を商品に

フィードバックするようにしている。評価項目に

よっては盲学校の協力をいただきながら，視覚障害

の方の意見をヒアリングすることもある。 
 視覚をサポートするため，とくに画面の表示につ

いては細心の注意を払ってデザインをしており， 
（1） 文字の大きさは十分か？ 
（2） 色彩だけでの情報提示を行っていないか？ 
（3） 配色は最適か？ 
の項目については，常に検証をしながら開発して

いる。 
 配色についてはFujitsu Accessibility Assistance(注4)

の中のカラーセレクタを使用したチェックを随時実

施し，視覚障害の方でも見やすい画面にしている。 
 以下，これらのユニバーサルデザイン実現ステッ

プで実現されている「らくらくホン」のハードウェ

ア，ソフトウェア，音声機能のユニバーサルデザイ

ン例を紹介する。 

                                                       
（注3） 経験則を定義した上で複数の評価者がインタフェースの

問題点を記述していく手法。 
（注4） 富士通総合デザインセンターが無償で提供している，

JIS X 8341-3に準拠した視覚障害者や色覚障害者のアク

セシビリティを高めるための画面デザインの診断ソフト

ウェアツール群の総称。 
http://design.fujitsu.com/jp/universal/assistance/index.html 
からダウンロードできる。 

 

「らくらくホン」のハードウェアデザイン 

 本章では，携帯電話に不慣れな方でも使いやすい

ようにしたハードウェアデザインとして，ボタン，

ディスプレイのユニバーサルデザインの実例を紹介

する。 
● ボタン 
 操作性を重視して十分な大きさのボタンを十分な

ピッチで配置し，突起量も0.5 mm以上確保するな

ど，ボタン位置が指先で判別でき，しかも誤操作な

く快適に入力できるように配慮している。表記文字

においても視認性に優れ誤読が少ない書体を用い，

十分な大きさとはっきりとしたコントラストで印刷

している。また，開始ボタンと終了ボタンの形状を

ほかのボタンと分け，見て触って判別できるように

配慮している｛図-3（a）｝。 
 また「FOMAらくらくホン」F880iESはテレビ

電話に対応しているため，テレビ電話着信時に操作

すべきボタンが光って知らせる光ナビゲーション機

能を搭載した｛図-3（b）｝。 
 メイン液晶ディスプレイ画面の下には三つのワン

タッチダイヤルボタンがあり，事前に登録しておい

た相手にワンタッチで電話をかけることができる

｛図-3（c）｝。 
 なお，誤押下を避けるため1秒以上の長押しで機

能するように設定した。 
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（a）使いやすく見やすいボタン

（b）光ナビゲーション機能

（c）ワンタッチダイヤルボタン

開始ボタン 終了ボタン

電話またはテレビ電話
が着信時に点滅

 
図-3 ボタンのデザイン 

Fig.3-Button design. 

 

（a）大きく見やすい文字 （b）ネガ-ポジ反転表示 （c）TV電話操作画面 （d）待ち受け時の「見た
　　 ままガイド」  

図-5 「らくらくホン」の操作画面 
Fig.5-Operation screens of Raku Raku PHONE. 

 

 
図-4 背面サブディスプレイ 

Fig.4-Rear sub-display. 

● ディスプレイ 
 「FOMAらくらくホン」F880iESはメイン液晶

ディスプレイには2.4インチQVGA（Quarter Video 
Graphics Array：240×320ピクセル）の大型ディ

スプレイ（TFTカラー液晶）を搭載して，大きく

文字を表示できるようにした。 
 背面サブディスプレイは大きな文字を表示できる

ように1.2インチの横型とし，バックライトがタイ

ムアウト（時間切れ）して消えていても読みやすい

モノクロのディスプレイ（STNモノクロ液晶）を

採用した（図-4）。また，文字と背景のコントラス

トを高めに調整し，視認性が向上するように配慮し

ている。 

「らくらくホン」のソフトウェアデザイン 

 本章では，多くの人に見やすくて分かりやすい

ユーザインタフェースを実現しているソフトウェア

のユニバーサルデザイン事例を紹介する。 
 「FOMAらくらくホン」F880iESのユーザイン

タフェースには以下のような特徴がある。 
（1） 大きく見やすい文字 
 2.4インチQVGAの大型高精細カラー液晶ディス

プレイによって，大きく見やすいのはもちろん，

なめらかで読みやすい文字を表示可能にした

｛図-5（a）｝。 
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フォーカス

セクション

セクション
区切り

■事例のサイト

2　　　交通

3　　　グルメ情報

　　　ニュース1

選択肢を選んでくださ
い。

このサイトは事例
のサイトです。

図-6 セクション読みの概念 
Fig.6-Concept of sectional reading. 

（2） ネガ-ポジ反転表示 
 画面表示の配色が変更できるようになり，従来の

ポジ表示に加え，高齢者や視覚障害者に見やすいネ

ガ-ポジを反転した表示が選択できるようにした

｛図-5（b）｝。また，ハードウェアのデザインにおい

ても同様に黒いボタンに白文字というネガ-ポジ反

転表示を特徴としたモデルをカラーバリエーション

に加えた。 
（3） カメラ，TV電話機能の搭載 
 「らくらくホン」ユーザに要望の高かったカメラ

機能と，「FOMA」ならではのTV電話機能を搭載

し，どちらも分かりやすい操作手順とシンプルな画

面表示によって簡単に使えるようにした｛図-5（c）｝。 
（4） ガイダンス機能の充実 
 大画面を生かしビジュアルな操作ガイダンス表示

を充実させ，分かりやすさを向上させた｛図-5（d）｝。 
（5） メールの使い勝手の向上 
 画面のガイダンスに従って入力できる簡単メール

機能や，テキストの代わりに音声を送れるボイス

メール機能などを搭載し，メールに不慣れなユーザ

にも使っていただける配慮をした。 

「らくらくホン」の音声系の機能デザイン 

 本章では，「らくらくホン」の音声の機能として，

「読み上げ」機能への使いやすさの配慮，ユーザビ

リティ評価による音声読み上げ機能の改善，「iモー

ド」サイト用アクセシビリティガイドラインの作成，

および「音声呼び出し」機能サポートについて紹介

する。 
● 「音声読み上げ」機能への使いやすさの配慮 
 「らくらくホン」は，富士通独自の音声合成技術

による「音声読み上げ」機能を搭載し，視覚だけに

頼らず音声でも操作できるように配慮している。音

声読み上げの対象は「iモード」をはじめ，操作ガ

イダンス，メール，電話帳など多岐にわたっている。

ここでは，使いやすさを実現するため，「iモード」

音声読み上げ方法と絵文字の読み上げで配慮してい

るデザインを紹介する。 
（1） 「iモード」音声読み上げ 
 「iモード」サイトの読み上げ方法には，ページ

全体を一気に読み上げる「全文読み」と，ページを

セクション（文章や段落）に細分化して読み上げる

「セクション読み」（図-6）がある。「iモード」サイ

ト内のページはリンクが多いので，セクション読み

によってリンク部分でフォーカス（選択されたセ

クション）が停止するのが効果的であると考え，

「iモード」音声ブラウザでは，セクション読みを標

準的な読み上げ方法として位置付け，全文読みは

ユーザが任意に操作して利用するオプション扱いと

した。また，セクション読みの場合，ユーザは次の

セクションを読み上げるために，フォーカス移動を

行う必要があるが，「iモード」サイト内の1ページ

あたりの情報量はパソコンを対象としたWebページ

に比べると少なく，セクション読みを標準的な読み

上げ方法にしても，さほど面倒ではないと考えた。 
（2） 絵文字の読み上げ 
 絵文字は「iモード」サイトやメールで頻繁に利

用されており，主に視覚的な補助として利用されて

いる場合と，言語による情報提供手段の代替，もし

くは文字そのものとして利用している場合がある。

前者のような用途の場合は音声で読み上げる必要性

が少ない。しかし後者は，行頭に絵文字を表示し，

絵文字が示す内容によりテキストの文字を省略して

いる場合や，文中に絵文字を表示している場合など

は，どのような絵文字が表示されているのかが重要

となってくる。これらのことから，「FOMAらくら

くホン」F880iESは絵文字は必ず読み上げること

とした。 
● ユーザビリティ評価による音声読み上げ機能の

改善 
 ここでは，想定するユーザにとって使いやすい音

声読み上げ機能を実現するため，ユーザの視点に

立って，実際に「mova」F672iを利用して行った
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使いやすさの検証（ユーザビリティ評価）と改善内

容を紹介する。 
 「mova」F672iのiモード音声読み上げ機能（自

動読み上げモード）を用い，視覚に障害のある方

に対してインタビューに重点を置いた文脈的質問

（Contextual Inquiry）に近い評価方法で評価タス

クを実施した。そしてユーザビリティ上の問題点を

抽出した上で，次機種の「FOMAらくらくホン」

F880iESにおいて改善を行った。 
（1） ページ取得中の動作状況の改善 
 ページ取得中の画面で何も読み上げないため，通

信中であることが音声で把握できない問題があった。

そこで「iモード接続中です」，「ページ取得中で

す」と読み上げ，携帯電話の動作状況を把握できる

ように改善した。 
（2） セクション読み上げの改善 
 多くの方が1セクションの読み上げを最後まで聞

かずに次の操作を行ってしまった。例えば「天気/
ニュース/情報」が1セクションになっていた場合，

「天気」だけ聞いて次のセクションにフォーカスを

移動してしまい，探していた「ニュース，情報」を

聞き逃してしまうことが多かった。「FOMAらくら

くホン」F880iESでは，セクションの最後で必ず

「ピッ」という音を鳴らすように対策を施した。 
（3） 画面スクロール機能の改善 
 iモード音声読み上げで， キーと＃キーの長押

しで，1画面だけスクロールする機能を用意してい

たが操作が困難であった。「FOMAらくらくホン」

F880iESでは，長押しを続けても1画面以上はスク

ロールしないように変更した。これにより，読み上

げ箇所を見失うことがなくなり，ページ内の移動が

容易になった。 
（4） 絵文字読み上げの改善 
 各絵文字を読み上げる文言は，NTTドコモ様が

定義している「基本絵文字一覧」「拡張絵文字一

覧」の各絵文字のタイトルとしたが，文脈によって

は，このタイトルが適切でない場合があった。

「FOMAらくらくホン」F880iESでは，例えば，

「晴れマーク」「銀行マーク」など絵文字を「＊＊

マーク」（＊＊：絵文字のタイトルを示す）と読み

上げることにした。 
 
 

● 「iモード」サイト用アクセシビリティガイド

ラインの作成 
 「iモード」音声読み上げは，既存の「iモード」

サイトを，十分に読み上げるよう検討を進めたが，

品質を更に高めるためには，どうしても「iモー

ド」サイト側でアクセシビリティへの配慮が必要と

なる。そこで「iモード」サイトのコンテンツ作成

者向けに，アクセシビリティガイドラインを作成し

た。このアクセシビリティガイドラインは，音声読

み上げ機能を十分に活用できるようにすることを目

的とし，「iモードの音声読み上げコンテンツ作成ガ

イドライン(3)」として公開している。このガイドラ

インは，「iモードの音声読み上げの概要」，「ガイド

ライン（記述例）」，「記号読み上げ対応一覧」，「絵

文字読み上げ対応一覧」の4項から構成される。 
● 「音声呼び出し」機能のサポート 
 「らくらくホン」は，複雑な操作をすることなく

音声によって様々な機能を呼び出したり，事前に登

録した相手に電話をかけたりすることができる「音

声呼び出し」機能を搭載している。これは，不特定

話者の音声を95％以上の確率で認識する音声セグ

メントネットワーク方式の音声認識技術を応用して

いる。 

今後の課題 

 今後は，より多くのユーザに利用していただくた

め，「FOMAらくらくホン」F880iESで搭載してい

る音声合成や音声確認といった音声系の技術を更に

洗練させ，適用範囲を拡大させるなどにより，ユー

ザの身体機能をサポートする役割を強化していく必

要がある。また，必要に応じて話速変換などの最新

技術を応用した機能を搭載したり，タッチパネルを

使った新コンセプトのインタフェースを搭載したり

するなど，より使いやすい携帯電話に進化させてい

く必要がある。いずれの場合も，先に述べたような

調査や評価によって操作性を検証していく必要があ

る。 
 また，高齢者人口は確実に増加しており，ユーザ

ニーズも多様化することが予測される。今後はJIS 
X 8341（高齢者・障害者等配慮設計指針）の対応

など，単に使いやすいだけでなく，新しい使い方や

楽しみ方を積極的に提案していく必要がある。 
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む  す  び 

 本稿では，高齢者や障害者にも使用していただい

ている「らくらくホン」について使いやすさとそれ

を実現しているユニバーサルデザインの取組みを紹

介した。 
 携帯電話が普及するにつれて市場は成熟し，マー

ケティングの徹底によりユーザを選び，「その人に

向けた」特別な商品が目立つようになってきた。そ

の中で「らくらくホン」は高齢者や障害者にのみ配

慮した商品として見られることが多い。しかし決し

て特別な商品にするのではなく，「誰にでも」と

いった商品として社会的な要請に応えることがユニ

バーサルデザインの理念に近い考え方であり，高齢

化の進む日本での企業が果たすべき社会的責任

（CSR）であると考える。これからの「らくらくホ

ン」は，この視点も考慮して開発を行っていきたい。 
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