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communication, and community service. It aims to help persons with disabilities
smoothly integrate into the social life and participate in the social collaboration.
This perspective of accessibility is orientated to external ‘ participation ’ and
could be limited to the persons with physical disabilities. It is also narrowed to
only deal with tangible barriers, and not able to effectively respond to the
diverse needs due to the dynamical identities of persons with disabilities.
The ‘ recognition perspective of accessibility (or the internal perspective),
however, is more reflective on how the persons with disabilities could participate
and the precondition is ‘ recognition. A ball with good accessible environment
may not be attractive for wheel users. The social recognition and public attitude
towards disability and even the self-recognition of persons with disabilities
constitutes a sort of deeper barrier. The ‘ recognition ’

perspective of

accessibility contains at least these 2 elements; firstly, the general public should
cultivate an inclusive and pro-diverse understanding of life as the mind basis of
the society; and secondly the persons with disabilities themselves can recognize
the difference of abilities, get rid of the feeling of inferior, and establish a
personality basis of self-recognition.
Under the ‘ recognition ’ perspective of accessibility, what is the role of
law and what is the role of science and technology? The law itself could be a
‘ barrier ’ and people should be aware of its negative effects. The more
effectively the law is implemented, the further it may goes to its opposite. It is
the same situation for science and technology as it may promote the ‘tangible’
barrier-free environment but prevent or derogate the persons with disabilities
from self-recognition at the same time.
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アクセス可能な環境に関する法的分析

ZHAO Shukun（南西政治大学）Eメール：827749331@qq.com

要旨：「障害者権益保障法」と「無障礙環境建設條例」に基づき、アクセス可能な
環境は建設施設、コミュニケーション、コミュニティサービスのアクセス可能性を
含む。障害者が社会生活にスムーズに統合され、社会的協力に参加することを目的
としています。このアクセシビリティの観点は、外部の 「 参加 」 に向けられており
、身体障害のある人に限定することができます。具体的な障壁に対処するだけでな
く、障害者の力学的アイデンティティのために多様なニーズに効果的に対応するこ
ともできない。
しかし、アクセシビリティ （ または内部の視点 ） の認識の視点は、障害者がどのよ
うに参加し、前提条件が 「 認識 」 であるかをより反映している。アクセシブルな環
境のボールは、ホイールのユーザーにとって魅力的ではないかもしれません。障害
に対する社会的認識と公衆の態度、さらには障害者の自己認識さえも、一種の深い
障壁となっている。アクセシビリティの「認識」の観点には、少なくとも次の2つの
要素が含まれています。第一に、一般市民は社会の心の基盤として、包括的かつ多
様性のある人生の理解を育むべきである。第二に、障害者自身が能力の違いを認識
し、劣等感を取り除き、自己認識の人格基盤を確立することができる。
アクセシビリティの 「 認識 」 の観点から、法律の役割は何か、科学技術の役割は何
か？法律自体が 「 障壁 」 となり、人々はその否定的な影響に気づくべきです。より
効果的に法律が施行されれば、その反対に進むこともあります。 「有形の」障壁の
ない環境を促進するが、同時に障害者を自己認識から守る、または疎外させること
は、科学技術にとって同じ状況である。
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質問：「バリアフリー環境」を理解する方法”

Research Question: How to understand
the ‘accessible environment’
「障害の問題」に関する議論は、さらに「障害の規律」に発
展した場合、いくつかの基本的な概念の定義を含むものと
する。
The discussion on the ‘disability issues’, if further developed
into a ‘disability discipline’, shall include the definition of
several fundamental concepts.

考察对象：2つの法律テキスト
Research object: 2 legal text


《残疾人保障法》 Law on the Protection of Person with
Disabilities 2008








開発する最高議会、最高レベル
第七章專章規定，合計7個條文
第52条は、原則として、規定：国や社会は、障壁のない施設を徐々に改
善し、情報へのアクセスを促進し、障害者の社会生活への平等な参加の
ためのアクセス可能な環境を創出する措置を講じるべきである
Enacted by the Standing Committee of the National People’s Congress
A special chapter 7, including 7 articles on accessibility
Article 52 sates the principle: The State and society shall take measures to make
facilities more accessible and to eliminate barriers in information
communications so as to provide an accessible environment for persons with
disabilities to participate in social life on an equal basis with others.

Regulation on the Construction of
Barrier-Free Environments











《無障礙環境建設條例》 Regulation on the Construction of Barrier-Free
Environments
発展する最も高い行政および立法機関、全国人民代表大会立法
合計35条
第1条は原則の問題である：障壁のない環境を作り、障害者などの社会的メ
ンバーが社会生活に平等に参加するためには、 。
Enacted by the highest administrative power (the State Council), its validity just
lower than the laws of National People’s Congress
35 articles in total
Article states the principle: This Regulation is formulated for purposes of creating
barrier-free environments and ensuring that disabled persons and other members of
society can equally participate in social life.

《無障碍環境建設條例》第2条：
Regulation on the Construction of Barrier-Free Environments,
Article 2




本条例で使用されている「無障碍環境建設」とは、障害者などの社会的メ
ンバーの安全な通行、関連建物へのアクセス、公共交通機関、情報交換、
コミュニティサービスへのアクセスを容易にするための建設活動を指す。
The term “construction of barrier-free environments” as mentioned in this
Regulation refers to the construction activity of providing accommodations
for disabled persons and other members of society to independently and
safely use roads, enter and exit relevant buildings, use public means of
transportation, exchange information, and obtain community services.

要約：アクセシビリティ分野の範囲は、
Summarize: accessible environmental mainly focus on,





建築設施無障礙 barrier free of building facilities
信息交流無障礙 barrier free of information exchange
社區服務無障礙 barrier free of community service
その目的は、身体障害者を社会生活にうまく統合し、バリアフリー
にすること、社会参加システムへの「参與」を可能にすることです
It aims to help persons with disabilities smoothly integrate into the
social life and ‘participate’ in the social collaboration.

“參與”の観点下のバリアフリー環境の理念的不足
The limitations of the perspective of ‘participation’

（一） 身体障害者の主な受益者は主に四肢であり、特に視覚障害者、聴覚障
害者、言語障壁が主な3つのカテゴリであり、耐性が低い ；
（二） 内容は、主に有形の物理的および化学的な施設、オブジェクトへの技
術的障壁、一次元の理解の識別に集中し、狭いです；
（三） 被験者主観主観的次元を無視する：客観的環境が利用可能である限り、
參與は完了することができる 。
1. be limited to the persons with physical disabilities, and visual, hearing or speaking
disabilities;
2. narrowed down to only deal with tangible barriers, specific materials, and techniques;
3. neglect the subjective dimension, assume that the physical barrier free environment
is good enough to realize participation

「アイデンティティ」の観点下の無障碍環
境理念
The ‘recognition’ perspective of accessibility











（一）我々はすべての群衆に注意を払わなければならない
（二） したがって、異なるグループの障害は何か？ 明らかに隠さ
れていますが、秘密かもしれません。
（三）私たちは外部の観察者の視点を内側の参加者の視点に変えな
ければならない。社会的障壁と障壁の主観的見方は何ですか？
車椅子は高品質のバリアフリーダンスを提供しました。必ずしも
車椅子を引き付けることができず、参加することができます。
Pay attention to all sorts of persons with disabilities
Not all disabilities are visible/physical
Must shift the perspective from outside observers to inner participants, and
explore the subjective experience of social participation and barriers;


A ball with good accessible environment may not be attractive for wheel
users.

「アイデンティティ」について on Recognition


（一）誰の認識ですか？ Whose recognition?









“私たち”（障碍者）と "あなた"（いわゆる完璧な）
"私たち"内部的"あなた"、 "私"、 "彼または彼女“
"あなた"内部的"あなた"、 "私"、 "彼または彼女"

‘we’(persons with disabilities, PWD) and ‘you’(so
called normal people)
‘you, me, he/she’among ‘we’
‘you, me, he/she’ among ‘you’

あなた（健全者）
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私たち（障碍者)
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「アイデンティティ」について on Recognition












（二）どのような認識？What recognition?
あなたは社会に参加する資格がありますか？
社会に参加する能力はありますか？
社会環境の障碍とは何ですか？階級、性別、損傷、心理等？
障碍や無障碍の評価方法は？
Qualified for social participation?
Capable of social participation?
What is barriers of the social environment, class, gender,
impairments, attitude?
How to assess the barrier or barrier-free?

「アイデンティティ」について
on Recognition


（三） あなたはどう思いますか？ How to
recognition 認識の仕方
あるいは、「認識」の視点からアクセス可能な環境の理論
を確立する方法は？



Or, how to establish a theory of accessible
environment from the perspective of
‘recognition’?

第一， 法律の機能はどうですか？
Firstly, what is the role of law?


一方では、法制度自体が“障碍性的存在”となる可能性があり、



法律に基づく社会的、経済的または政治的な取り決めは、構造的または制度的差別を引
き起こす。 それは、法制度がその規範と解釈を普遍的、一般的、中立的かどうかにか
かっているかどうかにかかっている。
例えば、障害者は中世の聖職者から除外されており、民法上の精神障害者の現在の制
限は、
より効果的に法律が施行されれば、その反対に進むこともあります。（法律的反功能）



The laws themselves could be a barrier











The social, economical or political arrangement based on law would cause
structural or institutional discrimination; it depends on whether the legal system
takes its norms and interpretations as universal, general and neutral or not;
E.g., PWD are excluded from clergy in the medieval times; and the current
limitation on persons with mental disabilities by custody in civil law;
The more effectively the law is implemented, the further it may goes to its
opposite.

第一，法律の機能はどうですか？
Firstly, what is the role of law?


一方、法律の目に見えない機能に注意してください



法律の暗黙の機能とは、立法者の本来の意思を超えて、法律家が期
待していた以上の社会に対する法律の結果を指します。



例えば、このような障害者雇用保障基金の支払いは、障害者の雇用に取っ
て代わった。
例えば、雇用を偽造する会社に障害証明書を「売る」ことは、企業や障害
者にとっては「勝利」のようです







Meanwhile, be aware of the invisible influence of law
Which means the social impact of the law goes beyond
the expectation of the legislators’ intention;




Such as, the payment of the Employment Security Funds for the
Disabled has replaced the employment of PWD itself;
Or the ‘selling’ of a Disability Certificate to a company to fake an
employment, which seems a ‘win-win’ for companies and PWD

第二，科学技術の機能は何ですか？
Secondly, what is the role of science and technology?
一方で、科学技術は、 "參與"の視点バリアフリーの建設は、機能を
果たしているすべてに明らかです。
 例えば、
——新しい補助ツール、装備、リハビリテーション、介護および新
しい効用の他の側面における発明
——サポートの普及に関する新しいアイデアのための新技術
——障害の分野における新しいメディアの形態への社会的圧力など




On one hand, science and technology plays an obvious role
from the perspective of ‘participation’,





Such as the new assistant tools, machines, and inventions on rehabilitation and
daily care;
New technology on the dissemination of new ideas;
New media has created more social opinion’s press for anti-discrimination cases
related to disabilities;

第二，科学技術の機能は何ですか？
Secondly, what is the role of science and technology?
一方、科学技術は、非差別、アイデンティティ、統合などの障壁、恥ずか
しさの役割を促進することにもなる可能性があります。
例えば ：
——プローバの障害を特定するための新しい技術は、非常に議論の余地があ
ります（プロ選択やプロ生活）
—— 新技術の知的財産権と社会への普遍的な利益との間の激しい競争
——設計と運用が主に専門家によって管理されている技術は、一種の支配的
な「権力」を作り出すことができ、PWDが欠けているときのこの「覇権」
にどう対処するのか？


On the other hand, science and technology may be ambiguous when
promoting the real ‘recognition’, non-discrimination, and inclusiveness.






Such as the new technology on identifying the disabilities of fetus is very controversial
(pro choice or pro life)
the intense between the intellectual property rights of the new technology and its
universal benefit to the society
Technology, of which the designing and operation is mainly controlled by experts, could
create a sort of dominating ‘power’; how to cope with this ‘hegemony’ especiallu when
the PWD is absent?

結論 conclusion：




障害者の「無障碍環境」は、物理的なバリアフリー環境
を意味するだけではありません。 本当に社会参加を保証
するためには、アクセス可能な環境の定義、範囲、アプ
ローチの多次元的かつ包括的なレビューが必要です。
The ‘accessible environment’ certainly does not only mean the
physical barrier free environment. To assure truly social
participation, it requires multi-dimensional and
comprehensive review of the definition, scope and approaches
of accessible environment.

