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聴いてわかる録音図書をつくるために（第39回） 

図・表・写真の読みを考える その４ 

～図を説明する時：グラフの場合～ 
久 保 洋 子 

図に関してもう１回だけ取り上げます。 

図と一口に言っても、グラフ、系図、系統樹、流れ図、地図、配線図、見取り図…など、

いろいろなものがありますが、今回はグラフを説明する時の注意点を考えてみます。 

 

〇グラフの名称を正しく覚える 

 ① 棒グラフ                ② 折れ線グラフ  
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 ③ 円グラフ                ④ 帯グラフ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（③と④は、全要素の割合を足すと１００％になります。） 

 

これら一般的なものの他に、 

 ⑤ レーダーチャート            ⑥ 積み上げ棒グラフ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なども、よく見られます。名称と成り立ちを正しく覚えておくことが大切です。 

 

〇説明をする時の注意点 

１．どこまで詳しく説明するかは、本文を読んで決めてください。 

２．はじめに「～を示した〇〇グラフです」とアナウンスします。 

３．数値が記入されていれば、それを読みます（どのくらい細かく読むかは、本文との 

兼ね合いで決めます）。 

４．記入されていない時は、 

① 概数で読み上げることをアナウンスする。 

② 目盛りの刻み方を説明する（どの程度の概数であるかの判断材料として必要）。 
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③ 数値を読み取る時は、物差し、分度器などを使って出来るだけ正確に計る。 

 目盛りが１００刻みであれば、１０の位まででいい。細かくても１の位まで。それ 

以上細かい数字は意味がない。 

 

５．グラフ上の直線・曲線・折れ線など傾向を説明する時、「急激な上昇」「なだらかな 

下降」などの表現には注意が必要です（目盛りの幅次第で「なだらか」も「急激」に 

変化する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ目盛り幅のもの同士を比較して使うのなら、問題ありません。 

 

６．対数目盛が使われている時には忘れず断ります。目盛りは、１（１０の０乗）、 

１０（１０の１乗）、１００（１０の２乗）、１０００（１０の３乗）、…が等間隔で 

す。数値を読み取るには、対数尺や関数電卓で計算する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．音訳者の説明の文章は、「です・ます調」が良いと思います。 

 

 

次回は、表の説明のポイントに入ります。 

目盛り 10 刻み、 

30 まででは 

急激に上昇して 

いるように 

見えるが… 

目盛り 20 刻み、100 までにすると、

それほど上がっていないように 

見える 

目盛りを 

200 刻みに 

直すと… 
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もっと知ろう！「ウェブスタジオ・なにわ」（第１７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では、「録音図

書製作の流れ」に沿って、手順と注意点を紹介しています。 

今回は“修正録音”についてです。「録音図書製作の流れ」については、Ｎｏ．２２２、 

Ｎｏ．２２３、Ｎｏ.２２５をご参照ください。 

 

修正録音の手順（「録音図書製作の流れ」１０．参照） 

ダウンロードした校正票を Recdiaで表示し、修正録音する方法です。 

① Recdiaのアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリック（２回押す）する。 

② Recdia画面右上にある「校正票画面（R）」をクリック。 

③ メニューの中の「校正票一覧画面表示（V）」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「校正票ファイルがありません」のメッセージについて 

     校正票ダウンロードの際、修正録音する音訳データ 

と同じ図書名のフォルダに保存しなかった場合、こ 

のようなメッセージが出ます。もう一度「書名」を 

確認し、保存し直します（Ｎｏ．２２５「録音図書製作の流れ」９．を参照）。 

※「朗読者は校正行の追加は出来ません、校正票一覧画面を表示します。」というメ 

ッセージが表示された場合は ＯＫ ボタンをクリック。 

④ 修正したい校正行（校正項目）をクリックして選択し、 校正行編集 をクリック（ま 

たは校正行をダブルクリック）。 

 

② 校正表画面 

③ 校正表 

  一覧画面表示 
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⑤ 表示された「校正票編集画面」の右下にある 時間送信 をクリック。 

⑥ Recdia画面で修正箇所が表示されるので、再生しながら修正録音。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 「校正票編集画面」に戻り、「音訳者修正」欄の「□修正完了」にチェックを入れる。 

修正しない場合は「□修正パス」にチェックを入れ、「備考」欄に理由や根拠を記入 

する。 

記入例：「NHKア辞典には２種類あるのでこのままにします（岩橋）」 

「（音）雑音は聴き取れませんでした」 など 

【注意】「修正範囲」欄（画像の点線部分）には何も記入しないでください。 

⑧  ＯＫ ボタンをクリック。 

⑨ 「校正票一覧画面」に戻り、④～⑧の手順で各校正項目の修正録音を行う。 

⑩ すべての修正録音が完了したら、「校正票一覧画面」右下にある 閉じる ボタン、ま 

たはウィンドウ右上の × （閉じる）をクリック。 

【注意１】校正票に記載されている事項以外に修正したい箇所があれば、この時 

に修正録音します。編集者や職員への連絡は不要です。 

【注意２】編集者からの校正票が届いた後で、校正票に記載のない箇所を訂正す 

る場合は、編集者に必ず連絡してください。 

 

次回は、修正済み音訳データ送信の手順を紹介します。 

⑦ 「修正完了」か 

「修正パス」に 

チェックを入れる 

⑤ 時間送信ボタン 

⑧  ＯＫボタン ⑩  閉じる ボタン 

  または ×  

④－１ 修正したい行を 

クリック 

（青く反転します） 

④－２ 校正行編集ボタンを 

クリック 
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わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第１２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。

前回より、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を紹

介しています。編集者に向けての手順ではありますが、音訳者もその一端に触れていただく

ことで音訳の際のヒントになることを願い、工夫して紹介して行きます。 

 

前回（Ｎｏ．２２５）の２、「PRS Pro」を起動し、新しい図書を作成する設定をするの続

きです。 

 

３、音声データの取りこみ 

音声データを「PRS Pro」上で編集できるよう取りこむ作業です。方法は３つあります。 

 （１） 音声インポート…「PRS Pro」以外のソフトで録音した音声の場合 

 （２） DAISYインポート…すでにデイジー図書として作成されている場合 

「配布用」として作成したデイジー図書に修正を加えたい場合や、複数 

の DAISY図書を 1つに複合する際にも活用できます 

 （３） 「PRS Pro」で直接録音…取りこみは不要です。録音しながら編集ができます。 

ここでは（１）音声インポートについて紹介します。 

 

音声データを「PRS Pro」上で編集できる音声形式に変換して取りこみます。 

① 「PRS Pro」メイン画面上部のメニューバーにある「ツール」より「音声インポー 

ト」をクリックします。 

② 「設定画面」が出ます。当館では以下のような設定でインポートしています。 

・フレーズポーズ時間 0.4秒 

・ノイズレベル    （－40dB）低い 

・ＭＰ３音質     音質優先 

※ ただしインポートした音源が適切にフレーズ分割できない場合は、設定を 

変更する必要があります。次ページ「編集者ブラッシュアップコーナー」参照。 

③ 「ファイルの選択」をクリックし、インポートする音声データを選びます。パソ 

コン内やＵＳＢフラッシュメモリに保存されている音声データが選択可能です。 
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※ ＣＤに保存されている音声データの場合は、あらかじめパソコン内の編集用フォ 

ルダにコピー保存しておく必要があります。 

 

 

 

＊ 音声インポート時の「フレーズポーズ時間」 

フレーズが切れる無音時間のことです。フレーズの切れ具合を変更したい場合 

に調節します。0.1秒から 1.0秒まで 0.1秒単位で設定でき、初期設定値は「0.4 

秒」です。思うような切れ方にならないときは、以下の①②を目安に設定値を変 

えてインポートし直します。 

① フレーズが切れずダンゴ状態になる場合…短くする（「0.3秒」以下に設定） 

② 切れ切れになる場合…長くする（「0.5秒」以上に設定） 

 

＊ 音声インポート時の「ノイズレベル」 

バックグラウンドノイズの大きさのことです。フレーズが切れない場合に調節 

します。設定値には－20dBから－40dBまで 11種類あり、初期設定値は「標準 

（－28dB）」です。 

① バックノイズが大きく、フレーズが切れない場合…高い（－20dB）に設定 

② バックノイズがあまりない場合…低い（－40dB）に設定 

 

＊ 複数の音声ファイルを一括して音声インポートする場合 

連続して並んでいる場合、①最初に、音声データの「最後にあたるファイル」 

を選択し、②その後 Shift （シフト）キーを押しながら「先頭にあたるファイル」 

に向かって ↑ キーを押し、インポートする音源をすべて選択します（もしくは 

 Shift を押しながらマウスで「先頭にあたるファイル」をクリックして選択します）。 

「PRS Pro」上では、「先頭にあたるファイル」から順々に「最後にあたるファイル」 

へと取り込まれます。 

例えば「～～０１.wav」「～～０２.wav」「～～０３.wav」の順番に取り込みた 

ければ、①「～～０３.wav」を選択、② Shift を押しながら ↑ を２回押し、 

「～～０２.wav」「～～０１.wav」の順に選択します。 

また「～～０１.wav」と「～～０３.wav」の２つだけを順番に取り込みたけれ 

ば、①「～～０３.wav」を選択し、② Ctrl （コントロール）キーを押しながらマ 

ウスで「～～０１.wav」を選択します。 

 

 

編集者ブラッシュアップコーナー 
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Ｑ：バックノイズがあると言われます。 

編集で調整してもらうことはできますか？ 

 

Ａ：音声に重なっているノイズは、編集では調整 

できません。別のノイズ調整ソフトウェアを使う、 

あるいは読み直す、ということになります。 

音声と音声の間に入っているノイズは調整 

可能です（すべての雑音が消せるとは限りません）。音訳者側のパソコンの録音設定を 

変更することが必要になるケースもありますので、職員、編集者にご相談ください。 

 

 

 

 

 

★ 休室のお知らせ 

２月１０日（土：１２日（月）が振替休日のため） 

３月 ８日（木：ボランティア交流会） ※ 詳細は「One Book One Life」２月号に 

３月２１日（水：春分の日） 

 

★ ２０１８年度 音訳ボランティア養成講習会(１)(２)(３)受講者募集 

当館での音訳活動を希望される方が対象です。詳細は録音製作係（電話：06-6441- 

1017、メール：rec@iccb.jp）までお問い合わせください。募集要項は、完成し次第当館

ホームページにも掲載予定です。 

 

★ ３月９日（金）・１０日（土） 「点訳・音訳体験オープンデー」開催 

９０分程度でボランティア活動を体験していただくイベントを開催いたします（参加無 

料、予約不要）。ボランティア活動に限らず、当館の活動や視覚障害者の方に関心のある 

方ならどなたでも歓迎します。ぜひ広報にご協力ください。お問い合わせ先は総務係（電 

話：06-6441-0015）です。 

 

★ スタジオ録音での活動者を募集します 

６階の録音スタジオにいくらか空きが出ています。現在家庭録音中で、スタジオ録音へ

の移動を希望される方は、録音製作係までご相談ください（ご希望の曜日が空いていない

こともあります。ご了承ください）。 

館からのお知らせ 

音声が入っていない部分の雑音は調整できる（切 

り取って捨てる、あるいは調整ソフトウェアでノ

イズ除去）。 

音声が入っている部分に雑音がある場合は、 

調整できないので読み直しになります。 

音訳者Ｑ＆Ａコーナー 


