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聴いてわかる録音図書をつくるために（第38回） 

図・表・写真の読みを考える その３ 

～絵や写真を説明する時～ 
久 保 洋 子 

今回は絵や写真などの説明について、作り方のポイントを挙げます。 

 

〇初めに全体像を説明する …何の説明が始まったのかがわからないと、理解するのは難 

しいものです。まず、全体像の説明を忘れないでください。 

〇次に具体的な説明に入る …本文をくり返しよく読んで、絵・写真のポイントを見極め 

てください。その本の中でこの絵・写真が果たす役割を考えて、本文の理解を助け 

る（少なくとも邪魔しない）説明文を考えてください。 

 

★説明文を考える時、心がけること 

・説明に用いる言葉は、読者層を考慮して選ぶ。 …対象となる読み手の年齢、本の性 

質によって、使う言葉や言い回しを考えます。 

・音訳者の主観を交えない。 …「美しい」、「さびしい」など、形容詞を使う時は注意 

しましょう。 

・イメージしにくい抽象的な言葉は避ける。 
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・「～のような」を使いすぎない。 

・絵・写真に表されている以上の説明は付け加えない。 …音訳者が内容を理解するた 

めに辞書や百科辞典、インターネット等で調査することは大切ですが、調べてわか 

ったことがあっても、絵や写真からわかること以上の説明は足さないようにしま 

しょう。 

・あいまいな物の断定は避ける。 …内容を誤解させたり、間違ったイメージを持たせ 

たりすることのないよう注意しましょう。 

・長すぎる説明は避ける。 …情報を過不足なく適切な内容で伝えてください。絵本や 

絵・写真が主体の本を除き、本文が霞んでしまうような長い説明は控える方が良い 

でしょう。 

 

絵や写真が中心の本の場合は別ですが、一般的には、絵・写真は本文を視覚的に補うもの、

イメージを更にふくらませるものです。あくまでも本文が主役で、絵・写真の説明は主役を

引き立てる脇役であることを忘れないでください。 

 

次回は、表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１６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。再び、「録音

図書製作の流れ」に戻り、手順と注意点を紹介していきます。「録音図書製作の流れ」につい

てはＮｏ.２２２またはＮｏ.２２３をご参照ください。 

今回は“校正票ダウンロード”の手順や注意点、「校正票一覧画面」の見方、“校正状況の

確認方法”などです。 

 

校正票ダウンロードの手順 

（「録音図書製作の流れ」９．参照） 

 

① トップページ 校正票一覧 に表示 

されているメッセージ（下線付きの青字） 

を左クリック。 

 

校正表一覧 

からも 

見られます 
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  【注意】トップページにない場合は、画面上に並んでいるメニュー欄の 校正票一覧  

を左クリックします。 

 

② 「校正票詳細画面」が表示されます 

（校正者が書き込んだ内容が赤字で 

表示されています）。 

③ 校正データの ダウンロード ボタン 

を左クリック。 

 

④ 校正データの保存場所を指定し、 保存 ボタンを左クリック。 

  【注意１】必ずフォルダの「書名」を確認！「音訳データ」の保存場所と同じ 

フォルダに保存します。他の場所に 

保存すると、Recdiaで「校正票画面」 

を表示できません。間違えた場合、 

「書名」を確認して正しいフォルダへ 

保存し直します。 

  【注意２】ダウンロードしようとして 

いるファイルが「ファイル名（Ｎ）」 

欄に表示されているかどうか確認して 

ください。もし違う場合 

（「～～０３．prof」をダウンロードするはずが、「～～０２．prof」になってい 

るなど）は、一旦 キャンセル ボタンを押して、手順③からやり直します。 

 

⑤ ダウンロードが完了すると確認画面が表示されるので、 ＯＫ ボタンを左クリ 

ック。 

 

「校正票詳細画面」の印刷の仕方 

① 画面上の何も記載されていない場所 

（メニューキーやダウンロードボタンなどの 

ない場所）で右クリック。 

② 表示された項目の中の「印刷プレビュー（Ｎ）」 

をクリック。 

 

保存ボタン 

キャンセル 

ボタン 
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③ 表示された内容を確認し、左上にあ 

るプリンターのマーク（「ドキュメン 

トの印刷」）を左クリック。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 表示された画面の  印刷 ボタ 

ンを左クリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「校正票一覧」画面の見方 

校正者からの校正票も、デイジー編集者からの校正票も同じ手順です。 

 

① 校正票が届いた日時順に並んでい 

ます（複数の図書の校正票が混在して 

います）。 

 

 

 

 

 

【ポイント】「製作図書で絞込み」で図書

名を選ぶと、選んだ図書の校正票のみ表

示されます。 

 

 

 

 

 

② 「校正可否」欄には「校正あり」「校正なし」が表示されています。 

③ 「校正あり」の場合、修正録音し、「修正済音訳データ」で音声データを送信。 

④ 「校正なし」の場合、そのまま何もしないで、校正票を閉じます。 

 

「音訳データ一覧」の画面で、校正状況の確認ができます 

（１）「表示する製作図書」欄の ｖ をクリックし該当図書を選ぶ。 

（２）音訳データが表示される。 

（３）各音訳データの左端にある「校正状況」を見る。 

① 空欄：校正票が届いていない状態 

② 確認済：校正者からの校正票が届いているが「修正済音訳データ」を送信してい 

ない状態
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③ 空欄で「修正回数」１：音訳者が校正者からの校正票をダウンロードし「修正済 

音訳データ」を送信した状態 

【ポイント】「修正回数」は、「修正済音訳データ」を送信した回数です。 

④ 承認済：デイジー編集が終わり、デイジー校正待ちの状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は「修正録音」及び「修正済音訳データ送信」についてです。 

 

 

 

 

わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第１１回) 
 

デイジー図書のしくみを解説しながら、どのように利用されているかを紹介しています。

今回からは、デイジー編集ソフトウェア「PRS Pro」を使ったデイジー図書製作の編集手順で 

すが、まずは「編集準備」と「設定」からです（主な編集作業の流れについては、No.２２１

を参照）。 

次回以降は、音訳者からの質問も交えながら紹介して行きます。 

 

① ② 

③ ④ 
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１、編集準備  

① パソコン内のマイドキュメントやＤドライブ、あるいは外付けＨＤＤ内にフォルダを 

作成。「編集」などわかりやすいフォルダ名を付ける。 

② ①で作成した「編集」フォルダに、編集する図書名のフォルダを作成する。 

③ ②で作成した図書名のフォルダに、編集する音訳データを保存する。 

 

２、 「PRS Pro」を起動し、新しい図書を作成する設定をする  
 

① PRS Pro のアイコンをダブルクリックする。 

② ［初期動作選択］画面 → 「作る」 → 「PCM22.05KHz Mono」を選択。 

③ ［プロジェクトフォルダ名の入力］画面が表示される。 

「保存する場所」は、編集準備①で作成した「編集」フォルダを指定。 

     【ポイント１】 「フォルダ名」は、書名がわかるものにする 

     【ポイント２】 半角英数文字を使用（半角アンダーバー（ _ ）も使用可） 

     【ポイント３】 全角英数文字、スペース、ハイフン( - )は使用できない 

④ 入力終了後、 保存 ボタンをクリック → 確認画面の ＯＫ ボタンをクリック。 

⑤ ［書誌情報設定］画面が表示される（入力は後からでもよい） →  ＯＫ ボタンを 

クリック。 

 

 

 

＊フォルダの管理には色々な方法がありますが、編集中の音声データがどこに保存 

されているかを理解して編集することが大切です。管理しやすい方法で整理しま 

しょう。 

＊上記で紹介した「編集」のフォルダには、以下のフォルダやファイルが並びます。 

・「図書名のフォルダ」（音訳された元の音源） 

・「プロジェクトフォルダ（PCM22.05KHz Mono）」（圧縮前のデータ） 

・「プロジェクトフォルダ（MP3 32kbps Mono）」（圧縮したデータ） 

・再生・確認に必要なファイル：「discinfo.html」、「PTRInfo.html」 

＊プロジェクトフォルダ名 の付け方 

・半角英数文字及び半角アンダーバーを使って、６３文字まで入力できます。 

・当館では、一目で判断できる ８文字程度 を推奨しています。 

・書名をローマ字で、巻数などは半角数字で表記します。 

 

編集者ブラッシュアップコーナー 
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１０月１９・２０日、大阪にて「全国視覚障害者情報提供施設大会（全視情協大会）」が開

かれ、全視情協の会員施設・団体から２００人を超えるスタッフが参加しました。 

録音分科会では「『サピエ図書館』登録音声デイジーコンテンツの課題と担当職員の専門性

について考える」というテーマで、利用者からサピエ事務局にご意見の寄せられた「聞きづ

らい図書」の実例を挙げながら、「利用者が使いやすい図書」について考えました。 

 

サピエ事務局の記録を元に全視情協録音委員会が概括した、利用者が「極めて聞きづらい」

「内容が理解できない」「途中で読むのをやめた」と思う主な理由は、次の７種類に分けられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

… … … … … 

録音製作係 木田陽子 

使いやすい録音図書とは「聞くことに集中できて、長時間聞いても疲れない」、「音声を聞

けば、墨字の原本１冊の内容がわかる」図書ではないかと感じました。 

墨字の図書は、立ち止まって考えたり、前に戻って読み直したりという行為が比較的簡単

にできます。ところが録音図書の場合、気になる言葉があってもそのまま音声は流れて行っ

てしまいます。早戻し・早送りで探す必要があるところはテープと一緒です。戻って聞く操

作は想像以上に負担がかかり、最終的に「読むのをやめよう」となってしまいます。 

また、内容理解に集中したいのに、それを妨げるものがあると、「読書が楽しめなかった」

という不満につながります。例えば不明瞭な発音、不自然な間のとり方、読み癖や過剰な演

技、音で聞いてもわかる誤読などです。アクセントの誤りや口中音にしても、過剰に神経質

になる必要はありませんが、少ない方が良いのは確かです。 

もう一つ、部分的に省略することによって内容がわからなくなる問題があります。一番多

いのはやはり図表関連です。確かに技術が必要ですが、墨字図書の多くに載っているのをみ

全視情協大会・録音分科会に参加して 

 

音声表現技術に関すること 

 

・不自然な音の高低・イントネーション 

・読み癖、抑揚 

・間（ま） 

・発声・発音 

デジタル録音技術、 

デイジー編集技術に関すること 

 

・音量（音が小さい、ばらつきが大きすぎる、

など） 

・音質（ノイズが入っている、息継ぎが聞こ

える、音がこもっている、など） 

・デイジー編集（レベル１でしか移動できな

い、見出しにしかページがない） 
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ると、今や図表の説明は避けて通れないものだと感じます。その図書の内容を過不足なく伝

えるために必要な資料を適切に音訳できるよう、図表の音訳が苦手な方も、まずは周りに相

談しながらチャレンジしてみませんか。 

録音図書は、視覚障害の方以外にも知的障害、発達障害、精神障害、高齢者など、利用で

きる人の範囲がとても広く、年々需要も増えています。ボランティア・職員が全員「利用者

が音だけで正しく理解できるか」という視点を持ち、協力して利用者が聞きやすい図書を製

作していきたいと思います。 

… … … … … 

録音製作係 内藤流津 

私たちが本を途中で読むのをやめるのはどんな時でしょうか。面白くない、著者と意見が

異なる、専門的すぎて分からない…など、様々なケースが考えられますが、いずれも本の「内

容」を読んで判断した結果だと思います。しかし録音図書の場合は内容以前に、「録音図書の

質」も理由となり得るということをご存知でしょうか？ 今回の分科会で、私は、録音図書

の質は読書をやめる・諦める原因になり得ることを痛感しました。私は普段の業務の中で利

用者の方から直接ご意見を頂く機会はほとんどありません。今まで、利用者にとって不便だ

と感じる録音図書がどういうものかということを、実は理解していなかったのではないか？

と改めて反省し、「誰のために、どんな録音図書をつくるべきなのか」という録音図書製作の

上で大切な目的・原点を考え直す貴重な機会を得たことに感謝しています。 

分科会の中で、職員には利用者の立場で検聴し、校正する技術が必須であるというお話が

ありましたが、まだまだ力が足りないと日々実感しています。目的・原点を忘れることなく、

精進していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

★ 年末年始の休室のお知らせ 

１２月２３日（土：天皇誕生日） 

１２月２９日（金）～ １月 ５日（金）：冬期休業期間 

 １月 ６日（土：成人の日の振替休館） 

 

年内のボランティア活動は １２月２８日（木）まで、 

年始の活動は １月９日（火）からです。 

館からのお知らせ 


