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はじめに 

AMCCとは 

クラウド型総合管理システム AMCC（Accessibility Management Checker Cloud）は大規模 Web サイトの全ペ

ージを定期的に自動巡回し、アクセシビリティの評価・解析・管理を行うクラウド型のサービスです。 

 

AMCC のアクセシビリティ検査は、総務省が開発し ACTF（Eclipse Accessibility Tools Framework）に寄贈

した「miChecker」のオープンソース1を使用して出力される検査項目に加え、ページタイトルの重複、リンク

切れなども検査しています。 

 

「miChecker」2は総務省が JIS X 8341-3:2016 に基づくウェブアクセシビリティ対応の取組を支援するために開

発したアクセシビリティ評価ツールです。「miChecker」は全ての検査を自動的に行うものではありません。規

格に基づく検査を行うには、JIS Q 17020(ISO/IEC 17020 検査機関（インフォ・クリエイツ）の適合性評価サー

ビスのような全ての達成基準を目視検査できる検査機関で検査を受けてください。 

 

動作環境 

AMCC はクラウド型サービスですので、一般的な標準ブラウザで利用できますが、Edge, Firefox, Chrome 等の

最新版を推奨します。当該プログラムは JavaScript 機能を有効に、Cookie を承諾するに設定してください。  

 

1 http://www.eclipse.org/actf/downloads/tools/miChecker/index_ja.php 

2 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html 

 

http://www.eclipse.org/actf/downloads/tools/miChecker/index_ja.php
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html
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AMCCの構成 

AMCC は大きく分けて以下のような構成になっています。 

 

1. ログイン（ログイン後のトップページ） 

2. ジョブ 

3. 検査結果 

4. ユーザー 

5. 管理 

 

ログイン（ログイン後のトップページ） 

ユーザーID とパスワードを入力して AMCC にログインできます。ログイン後に表示されるトップページには、

システムからのお知らせ等が表示されます。 

 

ジョブ 

検査するウェブサイトの情報や検査開始日時、検査項目をジョブとして登録します。このジョブ単位に検査が実

施され、検査結果の表示および CSV ファイルのダウンロードができます。 

 

検査結果 

ジョブ単位に検査結果の表示および CSV ファイルのダウンロードを行います。また、URL 単位に指摘されたソ

ースコードを確認しながら検査し、達成基準チェックリストを作成する事ができます。（個別検査を参照）プロ

グラムで修正可能な箇所について自動修正を実行し、修正後のファイル群をダウンロードする事ができます。

（自動修正を参照） 

 

ユーザー 

ユーザーの新規登録、変更ができます。 

 

管理 

グループの新規登録、変更ができます。 

検査した複数ジョブの評価を積み上げグラフで比較する事ができます。 

パスワードを変更できます。 
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ログインする 

ログイン 

ユーザーID 及びパスワードを入力することで AMCC にログインできます。パスワードをお忘れになった場合

は、「パスワードの再発行」ボタンをクリックしてください。 

 

パスワード再発行 

登録されているメールアドレスを入力して「送信」ボタンをクリックしてください。新パスワードをメールでお

知らせします。 

 

パスワード変更 

ログイン後のトップページのメニュー「管理」「パスワードの変更」をクリックしてください。旧パスワード、

新パスワードを 2 回入力して「送信」ボタンをクリックしてください。 
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ログイン後トップページ 

ログイン後、AMCC のトップページが表示されます。システムからのお知らせ等が「お知らせ」欄に表示さます

のでご確認ください。（お知らせ欄に表示したい内容がありましたら担当営業までご連絡ください。） 
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検査する 

ジョブ一覧 

メニューの「ジョブ」から登録されているジョブ一覧を確認してください。この画面からジョブの新規登録、変

更、削除を行う事ができます。 

 

グループ 

一覧表示したいジョブのグループを選択してください。グループはメニューの「管理」「グループ」から設定でき

る名称で、グループごとにジョブを登録することでジョブ一覧や検査結果一覧を見やすく整理することができま

す。グループについてはこちらを参照してください。 

グループ名 

ジョブのグループ名が表示されます。 

ジョブ名 

ジョブ名が表示されます。 

実行日 

ジョブを実行する日時が表示されます。以下の 4 種類が表示されます。 

1) 即実行：日時を指定せずに即実行した場合 

2) 日付と時間：日付と時間を指定して 1 回だけ実行した場合 

3) 毎月の日と時間：毎月〇日と時間を指定した場合 

4) 曜日と時間：毎週〇曜日と時間を指定した場合 
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最終検査日時 

HTML ファイルの取得を開始した日時が表示されます。 

検査状況 

ジョブが現在どのような状態かを示しています。以下の 6 種類が表示されます。 

1) 1:受付：ジョブを新規登録した場合、ジョブ実行される日時になるまで「受付」になります。（ジョ

ブの変更で、1 回のみ未来の日時を指定した場合も「受付」になります。） 

2) 2:待機中：同時に実行できるジョブの数を超えた場合、実行中のジョブが完了するまで「待機中」

となります。 

3) 3:検査中：対象データのダウンロード、検査プログラムの実行中は「検査中」になります。 

4) 4:完了：ジョブの実行が完了すると「完了」になります。 

5) 9:削除中：ジョブが削除中の場合、「削除中」になります。削除が完了するとジョブ一覧に表示され

なくなります。 

6) 0:エラー：検査時にエラーが発生しました。原因の調査を実施していますのでしばらくお待ちくだ

さい。 

設定 

登録されているジョブが現在利用（実行）できるようになっている場合は「有効」と表示され、ジョブが実行され

ないようにしている場合は「無効」となっています。（「無効」のジョブは検査結果一覧に表示されません。） 

操作 

「変更」ボタンは、そのジョブの内容を変更する場合に使用します。検査状況が「待機中」「検査中」「エラー」

になっている場合は変更できません。 

「コピー」ボタンは、該当ジョブの設定情報をコピーして新規登録する時にご利用ください。その際、ジョブ名

には“－コピー”が付加され、ジョブ実行日はリセットされますので、再設定してください。 

「削除」ボタンは、ジョブを削除する場合に使用します。但し、管理者として登録されているユーザーのみ削除

する事ができます。 

「新規登録」及び「状況更新」 

 

 

「新規登録」ボタンでジョブの新規登録画面を表示します。 

「状況更新」ボタンはジョブ一覧の検査状況を最新の状態に更新します。 
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ジョブ登録 

検査するウェブサイトの情報や検査開始日時、検査項目をジョブとして登録します。検査開始時刻になると、プ

ログラムがリンクを辿ってウェブサイトを巡回しダウンロードして検査を実行し、検査プログラム完了メールを

送信します。ダウンロードした時点のウェブページの検査結果になりますので、ダウンロードを行った以降に修

正された内容は検査されませんのでご注意ください。 

 

メニューの「ジョブ」からジョブ一覧を表示し、「新規登録」ボタンをクリックしてください。必要な項目を入

力して、「確認」「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

ファイル取得方法 

検査を行うファイルの取得方法を指定することができます。以下の 2 種類があります。 

 

1) 開始 URL 指定 

2) 複数 URL 指定 

 

開始URL指定 

検査を行うサイトの開始 URL（トップページ等）を入力し、そこからリンクされている全ての URL ファイルを

ダウンロードして検査を実施します。 



AMCC 操作説明書 Ver3.7 

 

 10 / 47   

 

複数URL指定 

指定した URL のみ検査を実施します。複数 URL を直接入力か、CSV ファイルもしくはテキストファイルを選

択して URL を指定する事も可能です。 

グループ名 

ジョブのグループ名を選択してください。グループ名はメニューの「管理」「グループ」から設定できる名称

で、グループごとにジョブを登録することでジョブ一覧や検査結果一覧を見やすく整理することができます。 

グループについてはこちらを参照してください。 

ジョブ名 

ジョブ名はジョブの設定内容が分かり易い名称にします。登録済みのジョブと同じジョブ名を付ける事ができま

せん。 

開始URL 

ファイル取得方法が「開始 URL 指定」の場合、実施するサイトの開始 URL（トップページ等、最大２５５文

字）を入力してください。開始 URL からリンクを辿ってダウンロードし検査します。 

URL 最大数 

ファイル取得方法が「開始 URL 指定」の場合、開始 URL で指定されたサイトで実際に取得するページの最大数

を指定します。最大 100,000 まで指定できます。（ご契約内容によって最大数が異なります。） 

除外URL 

ファイル取得方法が「開始 URL 指定」の場合、開始 URL から指定された URL 最大数まで取得する際に、除外

したい URL を指定してください。 

http://www.infocreate.co.jp/service/ と指定した場合は/service/以下に含まれる URL を全て除外します。 

  

http://www.infocreate.co.jp/service/指
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複数URL（最大 3000） 

ファイル取得方法が「複数 URL 指定」の場合、複数 URL を直接入力してください。CSV ファイルもしくはテ

キストファイルを選択して URL を指定する事も可能です。指定可能な URL 数は最大で 3000 となります。 

 

【注意事項】 

1) CSV ファイルで入力する場合は 1 行目をタイトル行とし実際に検査する URL は 2 行目から 1 列名に入力し

てください。 

2) テキストファイルで入力する場合は 1 行目から検査する URL を入力してください。 

 

 
 

 

ジョブ実行と実行日 

ジョブを実行するタイミングを選択します。以下の 4 種類があります。 

1) 1 回のみ 

2) 繰り返し：日指定 

3) 繰り返し：曜日指定 

4) 即実行 

 

1 回のみ 

指定した日時でジョブを実行します。「選択」ボタンをクリックすると、実行可能な日時に〇、実行不可能な日

時に×が表示されています。〇をクリックして日時を決定してください。 

 

CSVファイルの場合 テキストファイルの場合

URL（タイトル行） http://www.infocreate.co.jp/

http://www.infocreate.co.jp/ http://www.infocreate.co.jp/service/s1/amcc

http://www.infocreate.co.jp/service/s1/amcc http://www.infocreate.co.jp/service/s2

http://www.infocreate.co.jp/service/s2 http://www.infocreate.co.jp/service/s3/yasasii

http://www.infocreate.co.jp/service/s3/yasasii
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繰り返し：日指定 

指定した日（毎月 1 日、１０日、２０日、末日）にジョブを実行します。実行可能な日時に〇、実行不可能な

日時に×が表示されています。〇をクリックして日時を決定してください。 

 
 

繰り返し：曜日指定 

指定した曜日（毎週〇曜日）にジョブを実行します。実行可能な日時に〇、実行不可能な日時に×が表示されて

います。〇をクリックして日時を決定してください。 

 
 

即実行 

ジョブを登録すると、すぐに実行されます。但し、同時に実行できるジョブの数を超えた場合、実行中のジョブ

が完了するまでは待機します。 
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管理者 

ジョブの管理者を設定してください。検査が完了すると、指定した管理者に「検査プログラム完了のお知らせ」

メールが送られます。 

設定 

登録されているジョブが現在利用（実行）できるようにする場合は「有効」、ジョブが実行されないようにする場

合は「無効」にします。「無効」のジョブは検査結果一覧に表示されません。 

メモ 

ジョブのメモ等にご利用ください。 

再取得方法 

ジョブの実行が 1 回目は「全て取得」、2 回目以降の場合は「更新されたページのみ取得」が自動選択されま

す。2 回目以降に新たに取得したい理由(開始 URL や除外 URL、複数 URL を変更など)がある場合は「全て取

得」を選択してください。複数 URL が変更された場合は、自動的に「全て取得」に変更されます。 

リンクチェック 

リンクチェックが不要の場合は「しない」を選択してください。これによりジョブの実行時間が大幅に短縮され

ます。 

リンクチェックを「する」にした場合、2 回目以降は「する(更新されたページのみ)」が自動選択されます。更

新されていないページもリンクチェックしたい場合は、「する（すべてのページ）」を選択してください。 （ご

契約内容によっては、「する」を選択できません。） 

最終更新日 

対象とする URL の最終更新日を選択してください。但し、以下の様な最終更新日を取得できないサイトの場合

は、全ての URL が対象となりますのでご注意ください。 

 

・CMS を使って自動でページを生成するサイト(ブログやショップサイト等） 

・ウェブサーバー側で最終更新日を送信しない設定になっているサイト 

最大ファイルサイズ 

ダウンロードした HTML ファイルの最大ファイルサイズを指定してください。「0」を指定すると無制限となり

ます。（「miChecker」は 3MB を超えると１URL 当たり数時間かかったり、検査できない場合もありますのでご

了承ください。） 

メールアドレス、電話番号一覧 

メールアドレス、電話番号が表示されている URL リストを CSV ファイルでダウンロードする事ができます。 

但し、ジョブの実行時間が長時間になる可能性がありますので必要無い場合は「取得しない」を選択してくださ

い。 



AMCC 操作説明書 Ver3.7 

 

 14 / 47   

 

検索文字一覧 

指定した検索文字がある URL リストを CSV ファイルでダウンロードする事ができます。複数指定する場合はカ

ンマで区切って指定してください。 

例）平成 31 年,平成３１年 

ジョブの実行時間が長時間になる可能性がありますので必要無い場合は何も入力しないでください。 

基本認証(ユーザーID/パスワード) 

基本認証付きのサイトを検査する場合は、基本認証のユーザーID とパスワードを入力してください。 

タイムアウト 

接続のタイムアウト時間を設定してください。 

リクエスト間隔 

リクエストの間隔を設定してください。サイト内のリンク切れに 503（サービス利用不可）が多く出ている場合

は秒数を指定して再度実行してください。 

ユーザーエージェント 

特に指定がない場合はデフォルトのままにしてください。ユーザーエージェントを設定する事によってアクセス

拒否があった場合は、サーバー管理者に確認後、ブランクに設定してください。 

URL クエリストリング 

URL に？以降の文字列があるページを全て対象とする場合は「有り」を選択してください。その場合、イベン

トカレンダー等は無限に取得されるため除外 URL に設定してください。「無し」の場合は？以降の文字列を削除

してひとつの URL として取得します。 

robots.txt 参照 

サイト管理者に robots.txt を無視してアクセスしてよいと許可頂いた時のみ「しない」を選択してください。 

DOM検査 

JavaScript によって自動挿入されたコードを含めて検査する場合は、「する」を選択してください。DOM 検査

をした場合、指摘内容の行番号は実際のソースコードの行番号とは異なるため、自動修正はできませんのでご注

意ください。 

非同期の JavaScript があると、処理の途中の状態でソースコードを取得する場合があります。非同期の

JavaScript が終了するまでの待機時間を設定してください。待機時間はブラウザ機能の DOM と個別検査画面の

ソースコードを比較して判断してください。 

リンク切れの原因 

レスポンスコードが 403（アクセス権限無し）をリンク切れに含めない場合はチェックしてください。 
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ジョブ変更 

メニューの「ジョブ」からジョブ一覧を表示し、該当ジョブの「変更」ボタンをクリックしてください。ジョブ

情報を変更して、「確認」「変更」ボタンをクリックしてください。 

即実行が選択された場合、「変更」ボタンをクリックすると即実行するかどうかの確認ダイアログが表示されま

す。グループやジョブ名だけの変更など、新たにジョブを実行する必要がない場合は、「いいえ」を選択してく

ださい。 

 

ジョブ削除 

メニューの「ジョブ」からジョブ一覧を表示し、該当ジョブの「削除」ボタンをクリックしてください。削除中

は検査状況に「削除中」と表示されます。削除が完了するとジョブ一覧から表示されなくなります。 
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検査結果を見る 

検査結果一覧 

メニューの「検査結果」から有効なジョブの検査結果一覧を確認します。この画面から検査状況が「完了」になっ

たジョブの検査結果の表示、CSV ファイルのダウンロード行う画面を表示する事ができます。 

  

グループ 

一覧表示したいジョブのグループを選択してください。グループはメニューの「管理」「グループ」から設定で

きる名称で、グループごとにジョブを設定することで検査結果一覧を見やすく整理することができます。グルー

プについてはこちらを参照してください。 

ジョブ名 

ジョブ名が表示されます。 

最終検査日時 

HTML ファイルの取得を開始した日時が表示されます。 

検査頁数 

検査が実施されたページ数が表示されます。 

  

評価 
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評価 

検査を実施したページごとの評価を以下の 4 つに分類してページ数を表示しています。評価についてはこちらを

参照してください。 

1) 非常に良い 

2) 良い 

3) 悪い 

4) 非常に悪い 

検査状況 

ジョブが現在どのような状態かを示しています。以下の 4 種類が表示されます。 

1) 1:受付：ジョブを新規登録した場合、ジョブ実行される日時になるまで「受付」になります。（ジョ

ブの変更で、1 回のみ未来の日時を指定した場合も「受付」になります。） 

2) 2:待機中：同時に実行できるジョブの数を超えた場合、実行中のジョブが完了するまで「待機中」

となります。 

3) 3:検査中：対象データのダウンロード、検査プログラムの実行中は「検査中」になります。 

4) 4:完了：ジョブの実行が完了すると「完了」になります。 

操作 

検査状況が「完了」の場合、検査結果を表示する「表示」ボタン、CSV ファイルをダウンロードする「出力」ボ

タンを実行する事ができます。（閲覧ユーザーは出力ボタンを実行する事ができません。） 

検査結果の表示画面では、検査結果をグラフィカルに表示しますが、表示可能な数に制限があります。全ての検

査結果を確認するには「出力」ボタンをクリックして、CSV ファイルをダウンロードしてください。 

 

「状況更新」 

 

「状況更新」ボタンは検査結果一覧の検査状況を最新の状態に更新します。 
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検査結果：表示 

メニューの「検査結果」から検査結果一覧を表示し、「表示」ボタンをクリックしてください。表示される検査

結果項目は以下の 10 種類です。（ご契約内容によって表示されない項目があります。） 

1) URL 

2) 評価 

3) スコア一覧 

4) 出力タイプ別 

5) 4 原則 

6) 達成基準別 

7) 指摘内容 

8) タイトル重複 

9) リンク切れ 

10) 自動修正（管理者のみ表示） 
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URL 

検査結果画面の「URL」タブは、検査を行った URL が一覧表示されています。 

 

① 「全 URL 出力」ボタンをクリックすると、検査を行った全 URL 一覧の CSV ファイルをダウンロードする

事ができます。 

② 「検査報告書作成」ボタンをクリックすると、検査報告書作成画面に移動します。ここでグラフを含めた

Word 形式のファイルをダウンロードする事ができます。詳細は「検査結果：検査報告書作成」を参照して

ください。 

③ １ページに 100URL が表示されますので、「Previous」ボタン、「Next」ボタンでページを切り替えてくだ

さい。ページを選択する事も可能です。 

④ ファイルサイズ、ファイル更新日は、以下の様なサイトは取得する事ができません。 

CMS を使って自動でページを生成するサイト(ブログやショップサイト等） 

ウェブサーバー側でファイルサイズを送信しない設定になっているサイト 

⑤ 個別検査「確認」ボタンをクリックすると、該当 URL の検査および達成基準チェックリストを作成できま

す。個別検査についてはこちらを参照してください。 
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評価 

検査結果画面の「評価」タブをクリックすると、「非常に良い」「良い」「悪い」「非常に悪い」の４つに分類したペ

ージの割合を円グラフで表示しています。評価についてはこちらを参照してください。 
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スコア一覧 

検査結果画面の「スコア一覧」タブをクリックすると、4 原則の評価点を低い順にグラフ表示されます。サイト全

体の 4 原則への適応状況確認することができます。 

 

表示される URL 数を変更したい場合は、最大表示数変更を指定して「再表示」ボタンをクリックしてください。

画面下部に表示される表は URL 毎に４原則の評価点と評価が表示されています。個別検査「確認」ボタンをクリ

ックすると、該当 URL の検査および達成基準チェックリストを作成できます。個別検査についてはこちらを参照

してください。
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出力タイプ別 

検査結果画面の「出力タイプ別」タブをクリックすると、「問題あり」と「問題の可能性大」が指摘されたページ

が検査を行ったページのどの程度あったかを確認できます。 
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4 原則 

検査結果画面の「4 原則」タブをクリックすると、検査を行ったページの４原則の評価の平均値をレーダーチャー

トで表示しています。どの原則に問題が集中しているのか確認してください。 

 

比較のラジオボタンの「中央省庁」「都道府県」「政令指定都市」をクリックして比較対象を切り替えてご確認くだ

さい。4 原則の評価についてはこちらを参照してください。 
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達成基準別 

検査結果画面の「達成基準別」タブをクリックすると、「問題あり」と「問題の可能性大」が指摘されたページ数

を達成基準別にグラフ表示しています。どの達成基準に集中しているか確認し、規格の内容を参照してください。 

 

出力タイプのラジオボタンで「問題あり」と「問題の可能性大」の表示を切り替えてご確認ください。 

表の達成基準番号をクリックすると、WCAG 2.0 解説書が表示されます。 
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指摘内容 

検査結果画面の「指摘内容」タブをクリックすると、「問題あり」と「問題の可能性大」が指摘された内容を達成

基準別に表示しています。どのような内容が多く指摘されたか確認してください。 

 

出力タイプのラジオボタンで「問題あり」と「問題の可能性大」の表示を切り替えてご確認ください。 

指摘数をクリックすると、指摘された URL 一覧が表示されます。URL 一覧から個別検査「確認」ボタンをクリッ

クすると、該当 URL の検査および達成基準チェックリストを作成できます。個別検査についてはこちらを参照し

てください。 
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タイトル重複 

検査結果画面の「タイトル重複」タブをクリックすると、検査を行ったページでタイトルが重複しているタイトル

と重複ページ数を表示しています。タイトルが重複していると、利用者がコンテンツを見つけづらく、自分の現在

位置を誤認する可能性があります。 ウェブアクセシビリティの達成基準 2.4.2 では、必須ではありませんがウェ

ブページに一意なタイトルを使うことを推奨しています。 

 

重複ページ数をクリックすると、タイトルが重複している URL 一覧が表示されます。 
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リンク切れ 

検査結果画面の「リンク切れ」タブをクリックすると、検査を行ったページ内にリンク切れが発生している URL

とリンク切れ数を表示します。リンク切れ数をクリックすると、リンク切れの URL 一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部リンクエラーについて： 

外部リンクについて、ブラウザで表示可能なサイトでも検査結果は「500:サーバ内部エラー」と判断される場合あ

ります。これは、外部サイトの設定（F/W によるユーザエージェントの制限、一定時間内のアクセス数上限オー

バー等）により、ツールのアクセスをブロックされることにより発生するものです。 

こちらにつきましては、ジョブ登録画面でリクエスト間隔を 2 秒以上にするなどの対策を行っていただくよう、

お願いします。なお、ツールによる完全な対応は難しい為、リンク修正の際にはブラウザ等による再チェックをお

願いいたします。 

自動修正 

自動修正についてはこちらを参照してください。 
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検査結果：検査報告書作成 

検査結果画面「URL」タブの「検査報告書作成」から検査報告書作成画面を表示してください。各タブの必要項

目を入力して出力ボタンをクリックすると、グラフを含む検査報告書(Word 形式)をダウンロードする事ができ

ます。出力せず、入力値の保存のみ行いたい時は、保存ボタンをクリックしてください。 

 

注意： 

⚫ ロールが閲覧者のユーザーは本機能をご利用いただけません。 

⚫ 目次のページ番号は自動更新されません。ダウンロードしたファイルを開いて、「目次の更新」を実行して

ください。 

⚫ 長い URL により表の列幅が最小になる可能性があります。列幅の調整を行ってください。 

⚫ グラフの読み込みに時間がかかると、出力ボタンでエラーが発生します。その場合、全てのタブをクリッ

クしてグラフを表示し、再度出力ボタンをクリックしてください。 
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検査結果：出力 

メニューの「検査結果」から検査結果一覧の「出力」ボタンをクリックすると、検査結果の詳細 CSV ファイル

をダウンロードする事ができます。ファイルサイズが１MB を超える場合は、ZIP ファイルで出力されます。 

 
 

レポートの種類（ご契約内容によってダウンロードできないものがあります。） 

番号 レポート 出力内容 

1 すべて 全てのレポートを一括してダウンロードすることができます。 

2 集計結果 検査結果の概要情報です。評価や 4 原則の点数（平均点）、問題あり、

問題の可能性大のページ数と割合などの情報を出力します。 

3 URL 一覧 検査を行った URL の一覧で、それぞれのタイトルと評価（非常に良

い、悪いなど）、各 URL のファイルサイズと更新日（どちらもサーバ

ーで提供される場合）の情報を出力します。 

4 スコア一覧 4 原則（知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢性）の評価点の低い

5URL を出力します。 

5 第一階層指摘ページ数 第一階層別の総ページ数と、「問題あり」「問題の可能性大」が指摘さ

れたページ数を出力します。 

6 達成基準別指摘ページ数 達成基準別に「問題あり」「問題の可能性大」のページ数を出力しま

す。 

7 達成基準別指摘数（問題

あり） 

達成基準別、URL 別に「問題あり」の指摘数を出力します。 

8 達成基準別指摘数（問題

可能性大） 

達成基準別、URL 別に「問題の可能性大」の指摘数を出力します。 

9 達成基準別指摘内容（問

題あり） 

達成基準別、指摘内容別に「問題あり」の指摘数を出力します。 

10 達成基準別指摘内容（問

題の可能性大） 

達成基準別、指摘内容別に「問題の可能性大」の指摘数を出力しま

す。 

11 指摘内容詳細（問題あ

り） 

「問題あり」と指摘された指摘内容（URL、達成基準、達成方法、行

番号、指摘内容）を全て出力します。 

12 指摘内容詳細（問題の可 「問題の可能性大」と指摘された指摘内容（URL、達成基準、達成方
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能性大） 法、行番号、指摘内容）を全て出力します。 

13 タイトル重複一覧 タイトルが重複しているタイトルと、URL を出力します。 

14 リンク切れ一覧 リンク切れ URL をリンクしている URL、リンクが切れている URL と

その理由を出力ます。 

15 メールアドレス・電話番

号一覧 

メールアドレス及び電話番号があったページの URL と、種類（メール

アドレスもしくは電話番号）と発見された行番号、値を出力します。 

16 検索文字一覧 指定した検索文字があったページの URL と発見された行番号、値を出

力します。 
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評価について 

AMCC の検査結果画面に表示される評価は、以下の方法で決定しています。 

 

JIS X 8341-3:2016 では、ウェブコンテンツに関する要件として以下の４つの原則から構成されています。 

(1) 知覚可能の原則： 

(2) 操作可能の原則 

(3) 理解可能の原則 

(4) 堅牢性の原則 

※4 原則についてさらに詳しい内容はこちらを参照してください。 

 

「miChecker」は、この 4 原則に対し、「問題あり」は-5 点、「問題の可能性大」は-2 点の減点を行い、100 点満

点で評価点を算出します。 

 

算出した４原則の評価点のうち最も低い評価点を以下の基準により、ページの評価を決定しています。 

1) 評価点が 100 なら非常に良いページ 

2) 評価点が 75 以上、100 点未満なら良いページ 

3) 評価点が 50 以上、75 点未満なら悪いページ 

4) 評価点が 50 未満なら非常に悪いページ 

 

4 原則について 

知覚可能の原則 

知覚可能に関する原則では、情報及びユーザーインタフェース･コンポーネントは、利用者が知覚できる方法で利

用者に提示可能でなければならないとしています。以下にガイドラインを示します。 

I. 代替テキストのガイドライン 

全ての非テキストコンテンツには、拡大印刷、点字、音声、シンボル、平易な言葉など利用者が必要とする

形式に変換できるように、代替テキストを提供する必要があります。 

II. 時間依存メディアのガイドライン 

時間の経過に伴って変化するメディアには、代替コンテンツを提供する必要があります。 

III. 適応可能のガイドライン 

情報及び構造を損なうことなく、様々な方法（例えば、よりシンプルなレイアウト）で提供できるようにコ

ンテンツを制作する必要があります。 

IV. 判別可能のガイドライン 

コンテンツを、利用者にとって見やすくしたり聞きやすくしたりする必要があります。これには、前景と背

景とを区別することも含みます。 
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操作可能に関する原則 

操作可能に関する原則では、ユーザーインタフェース･コンポーネント及びナビゲーションは、操作可能でなけれ

ばならないとしています。以下にガイドラインを示します。 

 

I. キーボード操作可能のガイドライン 

全ての機能をキーボードから利用できるようにしなければいけません。 

II. 十分な時間のガイドライン 

利用者がコンテンツを読んだり使用したりするのに十分な時間を提供する必要があります。 

III. 発作の防止のガイドライン 

発作を引き起こすおそれのないようにコンテンツを設計する必要があります。 

IV. ナビゲーション可能のガイドライン 

利用者がナビゲーションしたり、コンテンツを探し出したり、現在位置を確認するのを手助けする手段を提

供しなければいけません。 

 

理解可能に関する原則 

理解可能に関する原則では、情報及びユーザーインタフェースの操作は理解可能でなければならないとしていま

す。以下にガイドラインを示します。 

I. 読みやすさのガイドライン 

テキストのコンテンツを読みやすく理解可能にしなければいけません。 

II. 予測可能のガイドライン 

ウェブページの表示や動作を予測可能にしなければいけません。 

III. 入力支援のガイドライン 

利用者の間違いを防ぎ、間違いの修正を支援しなければいけません。 

 

堅牢性に関する原則 

堅牢性に関する原則では、支援技術を含む様々なユーザーエージェントが確実に解釈できるように十分に堅牢でな

ければならないとしています。以下にガイドラインを示します。 

I. 互換性のガイドライン 

現在及び将来の、支援技術を含むユーザーエージェントとの互換性を最大化しなければいけません。 
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個別検査を行う 

AMCC では１URL 単位に目視検査を行い、達成基準チェックリストをダウンロードする事ができます。検査結果

画面の「スコア一覧」タブをクリックし、個別検査したい URL の「確認」ボタンをクリックしてください。 

「URL」タブ、「指摘内容」タブの指摘数をクリックして表示される URL 一覧からも表示する事ができます。 
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個別検査：プログラム検査 

個別検査画面の「プログラム検査」タブ画面が表示されます。「問題あり」「問題の可能性大」と指摘された項目が

一覧表示されており、初期値は×（不適合）となっています。URL のリンクをクリックして公開ページを確認す

るか、表の行番号をクリックしてソースコードを確認して、検査結果に〇か×を選択してください。全て検査した

ら「保存」ボタンをクリックしてください。「出力」ボタンで画面の内容を出力する事ができます。 

【注意】JavaScript によって自動挿入されたコードを含めて検査した場合は、指摘内容の行番号は実際のソースコ

ードの行番号とは異なります。
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個別検査：目視検査 

次に「目視検査」タブをクリックして、「要判断箇所」「手動確認」の項目を検査し、「保存」ボタンをクリックし

てください。初期値は「-」未検査になっています。 
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個別検査：達成基準チェックリスト 

「達成基準チェックリスト」タブをクリックしてください。プログラム検査または目視検査の「保存」ボタンを押

すと、達成基準チェックリストが表示されるようになります。「出力」ボタンをクリックすると、達成基準チェッ

クリストを HTML 形式でダウンロードできます。 

 

「達成基準チェックリストに目視検査結果を含めない」にチェックすると、プログラム検査だけの検査結果になり

ます。その場合、ダウンロードした達成基準チェックリストには、「※達成基準チェックリストは miChecker の

「問題あり」「問題の可能性大」の検査項目から作成されており、「要判断箇所」「手動確認」の検査項目は含んで

いません。」のコメントが入ります。 
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個別検査：URL 

個別検査で「保存」ボタンがクリックされた URL は「URL」タブで確認することができます。検査を再開するに

は「表示」ボタンをクリックしてください。また、不要になったジョブは「削除」ボタンで削除できます。ジョブ

が再実行されると、個別検査の情報は削除されますのでご注意ください。 
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自動修正を実行する 

自動修正機能は AMCC によって検出された「問題あり」の項目のうち、プログラムで修正可能な箇所を自動で

修正する機能です。実行が完了すると、修正された HTML ファイルをダウンロードできます。 

【注意】JavaScript によって自動挿入されたコードを含めて検査した場合は、自動修正できませんのでご注意く

ださい。 

自動修正：実行 

メニューの「検査結果」からジョブ一覧を表示し、該当ジョブの「表示」ボタン、「自動修正」タブをクリック

してください。他のユーザーが実行中の場合は「自動修正実行中です。実行者：〇〇様」と表示され、完了する

まで実行する事ができませんのでご注意ください。 
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画面上部に対象自動修正定義数、修正前指摘数、修正後指摘数（予定）、修正率が表示されています。対象自動

修正定義数は、自動修正定義表の自動修正に「する」が選択されている数です。修正前指摘数は、「問題あり」

が指摘された数、自動修正可能な数を引いた数が修正後指摘数（予定）になります。 

 

自動修正定義を確認して、自動修正が不要な定義は「しない」を選択してください。全て確認したら「実行」ボ

タンをクリックしてください。 
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自動修正：ダウンロード 

自動修正が完了すると、ダウンロード URL が記載されたメールが届きます。メールに記載されている有効期限

内に URL にアクセスして zip ファイルをダウンロードしてください。 

 

zip ファイルは、指摘単位に自動修正を対応したかどうかが書かれたログファイル（log.csv）も含まれています

のでご確認ください。 

 

*************************************************************** 

※本メールは自動配信されているため、返信いただいても回答することができません。 

このメールに心当たりのない方、ご質問等につきましては、大変お手数ですが「お問い合わせ窓口」よりご連絡

ください。 

*************************************************************** 

 

ジョブ名「XXXX」の自動修正が完了しております。 

下記 URL よりダウンロードしてください。 

 

zip ファイルを解凍後、ログファイル(log.csv)をご確認ください。 

 

ダウンロード URL（有効期限：2017 年 10 月 02 日) 

http://amcc.infocreate.co.jp/amcc/modify/download/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

【注意１】 

本機能はウェブサイトの正確性を保証するものではありません。公開前に表示および主要スクリプトによる動作

確認を行ってください。また、自動修正は最終検査日にダウンロードしたファイルに対して行っています。その

ため、最終検査日以降に修正されたファイルは削除してアップロードしてください。 

 

【注意２】 

ファイルのディレクトリ名が長すぎると、zip ファイルの解凍に失敗します。解凍ソフト「7-Zip」をダウンロー

ドして解凍してください。 

https://sevenzip.osdn.jp/ 

  



AMCC 操作説明書 Ver3.7 

 

 41 / 47   

 

グループを登録する 

グループについて 

グループはジョブを管理する単位として登録してください。ジョブを登録する際は、グループを必ず１つ指定し

ます。これにより、ジョブ一覧や検査結果は、グループごとに表示する事ができ見やすくなります。 

 

ユーザーを登録する際もグループを１つ指定します。ユーザーのロールが「管理者」の場合は、全グループのジ

ョブの検査結果を参照できますが、「編集者」「閲覧者」は所蔵するグループのジョブのみ参照可能となります。 

 

例）グループに「公式サイト」「キッズサイト」を登録し、ぞれぞれのグループに複数のジョブとユーザーを登

録します。管理者 A さんと E さんは、全ジョブの検査結果を参照できますが、編集者 B さんと閲覧者 C さんは

公式サイトの検査結果のみ参照可能となります。 

グループ 公式サイト キッズサイト 

ジョブ ・行政関連のジョブ 

・教育関連のジョブ 

・健康関連のジョブ 

・情報館関連のジョブ 

・体験関連のジョブ 

 

ユーザー 

 

・管理者 A さん 

・編集者 B さん 

・閲覧者 C さん 

・管理者 E さん 

・編集者 F さん 

・閲覧者 G さん 

 

グループ一覧 

メニューの「管理」「グループ」から登録されているグループ一覧を確認します。本機能は、「管理者」として登

録されているユーザーのみご利用可能です。この画面からグループの新規登録、変更を行う事ができます。 
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グループ登録 

メニューの「管理」「グループ」から登録されているグループ一覧を表示し、「新規登録」ボタンをクリックして

ください。ジョブ名を入力して、「確認」「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

グループ変更 

メニューの「管理」「グループ」からグループ一覧を表示し、該当グループの「変更」ボタンをクリックしてく

ださい。グループ名を変更して、「確認」「変更」ボタンをクリックしてください。 
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ユーザーを登録する 

ロールについて 

AMCC に登録されるユーザーには以下の 3 種類のロール（役割）が設定されています。 

1) 管理者 

2) 編集者 

3) 閲覧者 

 

このロールによってご利用可能な機能が異なります。編集者、管理者は所属するグループのユーザー、ジョブが

参照できます。 

〇：利用可能 ×：利用不可能 

機能 管理者 編集者 閲覧者 

グループ 一覧の表示 〇 × × 

登録・変更 〇 × × 

削除 × × × 

ユーザー 

 

 

一覧の表示 〇 〇 〇 

登録・変更 〇 × × 

削除 〇 × × 

ジョブ 一覧の表示 〇 〇 〇 

登録 〇 × × 

変更 〇 〇 × 

削除 〇 × × 

検査結果 表示 〇 〇 〇 

検査報告書作成 〇 〇 × 

CSV のダウンロード 〇 〇 × 

個別検査 表示 〇 〇 〇 

登録 〇 〇 × 

CSV のダウンロード 〇 〇 × 

達成基準チェックリス

トのダウンロード 

〇 〇 × 

自動修正 自動修正の実行 〇 × × 
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ユーザー一覧 

メニューの「ユーザー」から AMCC に登録されているユーザー一覧を確認します。ロールが「編集者」「閲覧

者」のユーザーは、同じグループのユーザーしか表示されません。「管理者」はこの画面からユーザーの新規登

録、変更、削除を行う事ができます。 

 

 
 

ユーザー登録 

メニューの「ユーザー」からユーザー一覧を表示し、「新規登録」ボタンをクリックしてください。ユーザー情

報を入力して、「確認」「登録」ボタンをクリックしてください。登録が完了すると、パスワードをメールでお知

らせします。 

 
 

グループ 

ユーザーが所属するグループを選択してください。グループについてはこちらを参照してください。 
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ロール 

ロールを選択してください。ロールについてはこちらを参照してください。 

ユーザーID 

ユーザー情報は弊社の認証サーバーで一括管理しています。すでに弊社クラウドサービスにご登録済みの場合

は、登録されているユーザーID を入力してください。 

未登録の場合は、半角英数字を入力してください。「確認」ボタンをクリックすると、他のユーザーによって使

われている場合はエラーメッセージが表示されますので、別のユーザーID に変更してください。 

メールアドレス 

メールアドレスを入力してください。 

「確認」ボタンをクリックすると、メールアドレスが認証サーバーに登録済みか確認します。登録済みの場合

は、表示されたユーザーID に、弊社クラウドサービスを「登録済み」に変更し、再度「確認」ボタンをクリッ

クしてください。確認画面で認証サーバーに登録されている氏名が表示されますので、お間違いないかご確認く

ださい。 

弊社クラウドサービス 

弊社クラウドサービスにご登録済みの場合は、「登録済み」を選択してください。 

ユーザー変更 

メニューの「ユーザー」からユーザー一覧を表示し、該当ユーザーの「変更」ボタンをクリックしてください。

ユーザー情報を変更して、「確認」「変更」ボタンをクリックしてください。 

ユーザー削除 

メニューの「ユーザー」からユーザー一覧を表示し、該当ユーザーの「削除」ボタンをクリックしてください。

削除するユーザーがジョブの管理者として設定されている場合は削除できませんので、先にジョブの管理者を変

更してから削除してください。 
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評価を比較する 

比較評価：選択 

検査したジョブの評価を積み上げグラフで比較する事ができます。メニューの「管理」「比較評価」をクリックす

ると、ジョブが一覧表示されます。比較したいジョブにチェックして、「グラフ表示」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

※検索文字の入力や、表タイトルのソート機能を使うと、対象を探しやすくなります。また１列目を選択してドラ

ッグ＆ドロップで行を移動する事ができます。 

 

全選択チェック 

全選択のチェックボックスをチェックすると、全ジョブに対してチェックする事ができます。もう一度チェックす

ると、全ジョブのチェックが外れます。 

表のタイトル 

表のタイトルの上下アイコンをクリックして表のソート順を変更する事ができます。 

検索 

検索文字を入力すると、表内に一致する文字がある行のみ表示する事ができます。グラフ表示画面から本画面に戻

ると、検索文字はリセットされ、すべての行が表示されます。 
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行移動 

表の１列目の数字を選択してドラッグ＆ドロップで行を移動する事ができます。ただし、この機能を利用するに

は、１列目の表タイトルをクリックして№の昇順または降順にし、検索テキストボックスはクリアする必要があり

ます。グラフ表示画面から本画面に戻ると、行移動はリセットされます。 

 

「グラフ表示」ボタン 

比較対象のチェックが完了したら「グラフ表示」ボタンをクリックしてください。 

「出力」ボタン 

表示されている全ジョブの比較評価を CSV ファイルでダウンロードする事ができます。 

 

比較評価：表示 

選択したジョブの評価がグラフ表示されます。マウスポインタをグラフの上に置くと、評価毎のページの割合が表

示されます。「戻る」ボタンでジョブの選択画面に戻ります。 

 


