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聴いてわかる録音図書をつくるために（第37回） 

図・表・写真の読みを考える その２ 

久 保 洋 子 

１冊の本の中で図や表などをどう処理するか、基本が定まったら、今度は１つ１つの説明

を考えます。 

録音図書では、以下の内容を読みます（カギカッコ内は情報文化センターでの読み方）。 

 

（１） 図表のあるページと、その種類（図・表・写真など）を言います。 

原本と同じページで読む時はそのページを、原本と違うページへ挿入する時は、 

実際に読むページの後に原本のページを入れます。 

「〇〇ページ図」 または 「〇〇ページ、原本△△ページ図」 

（２） 次に、図表のタイトル・出典・説明文（キャプション）など、原本に書かれてい 

るものを読みます。 

※ 図表についている説明文（キャプション）は、音訳者が図の説明を行った後 

や、表の内容を読んだ後に入れた方がいい場合もあります。 

（３） 「説明」という言葉を入れます。この後は音訳者の説明ですよ、という意味です。 

（４） 音訳者が作った説明を読みます。 

（５） （２）で説明文（キャプション）を読まなかった時には、「図に添えられた説明文 

を読みます。」などと断ってから、それを読みます。 

（６） 最後は「図おわり」「表おわり」など、（１）と対応する言葉を入れます。 
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＜注意＞ 

・原本に書かれている文と、音訳者が作成した説明文とは、はっきり区別できるよう 

に読みます。 

・説明文はできるだけ短い文をつなげていくと、聴いていてわかりやすいものになりま 

す。事柄をはっきり特定できる文を考えましょう。 

・説明文を考える時、図や表だけを一生懸命見るのではなく、本文をよく読むことが大 

切です。本文の理解を助ける説明文になっているか、しっかり確認してください。 

・説明文は挿入箇所によって内容が変わります。 

・説明文ができたら、前後の文章とつなげて一度読んでみます。可能であれば録音して 

みるといいと思います。実際に音声を聴いてみることで、説明文が本文と矛盾してい 

る、誤解されそう、などといったことに気付くこともあります。 

 

次回は、図、表、年表など、それぞれの説明のポイントを考えてみたいと思います。 

 

 
 
 

もっと知ろう！「ウェブスタジオ・なにわ」（第１５回） 
～ボランティアの皆さんから寄せられる質問などを、毎回少しずつ紹介しています～ 

 

「ウェブスタジオ・なにわ」に関する疑問を少しずつ解消するこのコーナー。今回はちょ

っとブレイクタイムです。 

最近質問が多く寄せられている、「下調べ票」出典欄の記入方法にスポットを当て、インタ

ーネットでの調査の方法についても紹介します。 

 

なお、下調べ票について掲載されている「ろくおん通信」のバックナンバーは以下の通り

です。合わせてご覧ください。 

 音訳者の手順について…２１９号（２０１６年１２月）、２２２号（２０１７年６月） 

 校正者・編集者の手順について……………………………２２１号（２０１７年４月） 

 Excelデータとして保存し、検索しやすくする方法…… ２２３号（２０１７年８月） 
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◆「下調べ票」作成時の注意点 

① 入力時は必ず「書名」を確認 

② 何度でも項目の追加や変更ができるので、こまめに入力 

③ 出典を忘れずに記入 

④ 画面を閉じる前に 必ず  送信  

※ パソコン内に保存することはできません。 

送信することで「ウェブスタジオ・なにわ」のサーバーにデータが保存され、 

自分以外の音訳者、校正者、編集者も利用可能となります 

 

◆「下調べ票」出典欄の記入例（インターネットでの調査の場合） 

「Google」や「ネット」ではなく、以下の「  」内のように具体的に記入する。 

 ＨＰのアドレス……「http://www.～～～」など 

 サイト名……「大阪市ＨＰ」「日本郵便」「国土地理院」「NDL-OPAC（エヌディーエル 

オーパック）」など 

 音訳の部屋……「音訳の部屋/医学用語」「音訳の部屋/日本の読み方」など 

 インターネット百科事典……「コトバンク」「Wikipedia（ウィキペディア）」「weblio 

（ウェブリオ）辞書」など 

 

◆インターネットでの調査（ネット検索）について 

検索エンジン （Google、Yahoo! JAPAN、Bing、goo など）の利用方法及び注意点  

 

① 検索窓への入力方法の一例 

 AND検索  …複数の語句を、語句と語句の間にスペースを入れて入力すると、入 

力したすべての語句が含まれるウェブページを検索する 

例：「○○○ △△△」 → ○○○と△△△の両方が含まれた検索結果が出る 

 

 

「とは」検索  …意味を調べたいとき 

例：「○○○とは」 

 推測検索  …語句の一部分を推測して検索 

例：「岩橋武夫 いわはし iwahashi」 

スペースを空ける 
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 あいまい検索  …語句の不明な部分に「*（半角アスタリスク）」を入力 

例：「○○○*○○」 

 

② 検索結果の注意点 

「ウィキペディア（Wikipedia）」（様々な人が自由に編集できるインターネット百科事 

典）の信頼性は？ → 最近では５０～６０％と言われています。 

左上に表示される「ヒット数」や検索順位は信頼できる？ → 検索結果が都合の良 

いように操作されている場合があり、決め手にならない。 

サイト製作者を確認し、信頼できるサイトを選ぶ。 

複数のサイトを比較、確認する。 

検索結果の「ば（ｂａ）」と「ぱ(ｐａ)」／「び（ｂｉ）」と「ぴ（ｐｉ）」などの表示 

に注意。 

 

よく使われるウェブサイト 

（検索エンジンの“検索窓”にサイト名を入力し、検索画面に表示されたウェブサイトを 

クリックして使います） 

「音訳の部屋」 

「国立国会図書館サーチ」（「NDL-Serch」でも可） 

「NDL-OPAC」……国立国会図書館蔵書検索・申し込みシステム。「ゲストログイン」（パ 

スワード入力不要）をクリックする。 

「Webcat Plus」（ウェブキャットプラス）……短編集に納められている題名も検索可 

能。 

「青空文庫」……著作権が消滅した作品などが読める。 

「Google翻訳」……翻訳・発音も。60ヵ国語に対応。 

「weblio辞書」……発音してくれる。色々な辞書にリンクしている。 

「コトバンク」……百科事典的要素。新しい言葉が豊富。 

「You Tube」（ユーチューブ）……商品名や、ニュース・コマーシャルによく出てくる 

言葉などを音声で。 

※ 登録されているデータソースに信憑性があるかに注意 

 

次回からは、「録音図書製作の流れ」に戻り、「ウェブスタジオ・なにわ」の手順を紹介し

ていきます。 



『ろくおん通信』No.２２４ ２０１７年１０月１日 

5 

 

わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第１０回) 
 

今回は、デイジー編集をするためのソフトウェア「PRS Pro」のメニューについて紹介しま

す。 

なお、他の編集用ソフトウェアや、主な編集作業は、２２１号（２０１７年４月）に掲載

しています。 

 

「PRS Pro」の画面  
メイン画面は大きく上下に分かれており、上半分はセクション（ある見出しから次の見出

しの直前までの音声のかたまり）のリスト、下半分はフレーズ（息継ぎから次の息継ぎまで

の音声）のリストです。例えば上のセクション１（下の画像では「よいこのおんやく はじ

めてのえほん」と書かれている行）をクリックすると、下にはセクション１を構成するフレ

ーズが並びます。また、画面右端には音量をモニターする表示があります。 

  Tab キーで画面の上下（セクションリストとフレーズリスト）を切り替えます 

 それぞれのセクションやフレーズへは矢印キー↓・↑で移動します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① メニューバー 

② ツールバー（上） 

③セクションリスト 

（この画面では 

セクション１が 

選択されている） 

④ ツールバー（中央） 

⑤フレーズリスト 

（この画面では 

セクション１を 

構成する 

フレーズが 

表示されている） 

⑥ ツールバー（下） 

⑦ モニタ表示 
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① メニューバー（７個）：すべての機能がまとめられています 

「ファイル」…………新規作成、開く、終了 

「編集」………………元に戻す、切り取り、貼り付け、結合、セクションの分割、フ 

レーズの分割、レベル下げ、グループ、ページ、マーク、プロ 

パティなど 

「移動検索」…………先頭へ移動、最後へ移動、次のグループ、次のページ、次のマ 

ーク、見出し検索など 

「コントロール」……連続再生、停止、再生速度上げ、再生速度下げなど 

「ツール」……………ビルドブック、DAISYインポート、音声インポート、音声エク 

スポート、ディスク情報など 

「オプション」………書誌情報設定など 

「ヘルプ」……………バージョン情報 

② 上のツールバー（１３個）：比較的よく使用する機能が登録されていています 

マウスポインタ―をツールバーのアイコン付近に持っていくと、その内容が表示され 

ます 

「新規作成」、「開く」、「切り取り」、「コピー」、「貼り付け」、「元に戻す」、 

「録音設定」、「ビルドブック」、「CD書込み」、「見出し検索」、「書誌情報設定」、 

「ディスク情報」、「HTMLヘルプ」 

③ セクションリスト：墨字原本の見出しと同じ見出しが並びます 

④ 中央のツールバー（８個）：編集時によく使う機能です 

「レベル上げ」、「レベル下げ」、「セクション作成」、「グループ」、「ページ」、 

「マーク」、「録音方法切替え（上書き・パンチインの２種類）」、 

「再生速度切替え（０．７５倍・等速・２倍速・３倍速の４種類）」 

⑤ フレーズリスト：１つのセクションを構成しているフレーズです 

⑥ 下のツールバー（７個）：再生、録音のための機能です 

「先頭のフレーズへ移動」、「前のフレーズへ移動」、「再生」、 

「次のフレーズへ移動」、「最後のフレーズへ移動」、「停止」、「録音」 

⑦ モニタ表示（画面右）：録音・再生レベルや、音声のフォーマットなどが表示されます 

 

 編集作業を助けるショートカットキー  
すべての機能をキーボードで操作できます。マウスを右クリックしてメニューを呼び出す、

一つのキーを打つだけで編集操作ができるなど、便利な機能がたくさん設定されている他、

コピーは [ Ctrl ＋ Ｃ キー] という具合に、Windowsの標準的な操作方法に対応していま

す。また音声ガイド機能（選択している部分の文字などを合成音声で読み上げる機能）もあ

るので、視覚障害の方にも使えます。 

これらのショートカットキーを駆使して、セクションやフレーズの分割・結合・削除、ペ

ージやグループの設定、気になるところにマークを付けるなどしながら編集していきます。 
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＊ 連続再生して、聞きながら編集する （ Ｆ５ キーを押す） 

  読みの流れが重要なので、必ず連続再生で音源を聞いていきます。編集操作が必要 

になったとき(結合、分割、削除、ページやグループ設定のとき)や、校正票記入のと 

きには一旦停止して作業しますが、そのあとは２～３フレーズ前に戻り、再度つなが 

り部分を確認しながら連続再生で聞いていきましょう。 

 

＊ 編集操作を元に戻す機能 （アンドゥ） 

  １０回までの編集操作を元の状態に戻すことができますが、戻すことのできる操作 

は、結合、分割、削除、全削除、挿入、切り取り、貼り付け、ページ・グループ・ 

マーク・レベル・セクション・フレーズの各設定、見出し入力、コメント入力です。 

デイジーインポート、音声インポート、音声エクスポート、ビルドブックの操作は元 

に戻すことはできません。また、ＣＤ書き込みの実行後や、パソコンの電源を OFFに 

した後も元に戻すことはできません。 

 

＊ ＣＤ１枚に記録できる時間数はどれくらい？ 

  PCM22.05kHz（モノラル）……約２４０分 

  MP3 32kbps （モノラル）……約４０時間 

（１/１０に圧縮されます。音質は中程度） 

 

ちなみに MP3 64kbps では約２２時間で、MP3 32kbpsよりも高音質。また MP3  

16kbpsでは約８０時間となりますが、音質はかなり劣化します。 

当館では PCM22.05kHz（モノラル）で録音・編集し、完成品（音声デイジー図書） 

は MP3 32kbpsで作成しています。 

 

「サピエ図書館」に登録するデイジーデータは、MP3 32kbpsに圧縮することに 

なっています。 

 

 

 

 

 

編集者ブラッシュアップコーナー 
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★ 休館日のお知らせ 

１０月 ７日（土） ※９日（体育の日）の振替休館日 

１０月１９日（木）・２０日（金） ※全視情協大会開催のため、６階休室 

１１月 ３日（金：文化の日） 

１１月２３日（木：勤労感謝の日） 

 

 

★ 校正（２校）・デイジー編集・デイジー校正 

次の工程へ進めず、待ちの状態になっている図書が複数あります。 

・特にデイジー編集、デイジー校正がたまっています。 

・校正（２校）をしてくださる方も大歓迎です。 

※原則として、３冊以上音訳された方には、校正作業もご担当いただきます。 

 

 

 

 

館からのお知らせ 

 今号の内容  

 

◎聴いてわかる録音図書をつくるために（第３７回） ……………１ページ 

図・表・写真の読みを考える その２ 

◎もっと知ろう！「ウェブスタジオ・なにわ」（第１５回）………２ページ 

「下調べ票」出典欄の記入方法とインターネットでの調査について 

◎わかる 使える 広がる！デイジー図書徹底解説(第１０回)………５ページ 

デイジー編集用ソフトウェア「PRS Pro」のメニューについて 
 


