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聴いてわかる録音図書をつくるために（第40回） 

図・表・写真の読みを考える その５ 

～表を説明する時～ 
久 保 洋 子 

（１）表は、目で見る場合には、縦でも横でも自由に読む方向を選択できますが、録音図 

書では縦か横か、どちらかに決めて読むことになります。どちらにするかは本文をよ 

く読んで、どこに挿入するかを考えてから決めます。 

縦に読むと、横の項目での比較は難しいことになり、逆もまた同じなので、どちら 

にするかは慎重に決めてください。 

（２）項目がたくさんある時には、まず項目の数をアナウンスし、項目に番号をつけて読 

むなどの工夫をします。 例：「２０項目あります。番号をつけて読みます」 

（３）１行ずつ横に、あるいは１列ずつ縦に読んでいく時、項目名は毎回入れた方がいい 

かどうかも悩むところです。 

・読み上げる数値に単位がついていて、それぞれの項目を区別ができる場合、最初 

の１行（１列）だけ項目名を読み、以降は省略する方法もあります。 

例：小学生の学年ごとの身長・体重・座高 

 身長(cm) 体重(kg) 座高(cm) 

１年 ○○○ ○○ ○○ 

２年 ○○○ ○○ ○○ 
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・春・夏・秋・冬、立方体の縦・横・高さなど、わかりやすい順に並んでいれば、 

項目名を入れずに読むこともできます（事前に「春・夏・秋・冬の順に読みます」 

などのアナウンスは必要）。 

・各項目の記載が長く複雑で、区切りがわかりづらいような時は、すべて項目名を 

つけて読んだり、ａ，ｂ，ｃ，…などの記号をつけて読んだりすることもありま 

す。また項目名を短くできる場合は、事前にその旨をお断りして、短くした項目 

名で読むこともあります。 

（４）どのような読み方をする場合でも、事前に読み方をわかりやすくアナウンスする必 

要があります。 

〔表の読み順〕 

① タイトル「表、○○」 ②出典  ③キャプション 

④「説明」（音訳者の説明を始めるときに必ず言う言葉） 

・まず、何を示した表か、全体の説明をする。 

・どのような項目があるか、どのように読むか（何をどの順に読むか）をアナ 

ウンスする（項目名を短縮して言う場合や、項目数が多い場合のアナウンス 

もここで）。 

⑤「表、終わり」（「表」で始まった時は「表、終わり」、「図」で始まった時は「図、 

終わり」） 

（５）読み方を決めたら、前後の文章を含めて読んだものを聞いてみて、わかるかどうか 

確認してください。 

（６）時には縦に（横に）読んだのでは本文の情報が伝わらない箇所があったりすること 

もあります。そのような場合には、本文中に表から読み取った情報を読み込んでいく 

などの工夫も必要かもしれません。 

 

以上、大切なのは表を含めて本文が伝えたい情報をきちんと伝えることです。 

活字と照合して聞くのではなく、耳だけで聞いてみて、伝えられているかどうか確認して

ください。 

 
 

もっと知ろう！「ウェブスタジオ・なにわ」（第１８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「修正済音訳データ送信」

についてです。「録音図書製作の流れ」は「ろくおん通信」Ｎｏ．２２２またはＮｏ．２２３ 
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をご参照ください。 

 

修正済音訳データ送信の手順（「録音図書製作の流れ」１１．参照） 

Recdiaで修正録音した音訳データの送信方法です。 

修正録音の手順については前号（Ｎｏ．２２６）をご覧ください。 

 

① 「ウェブスタジオ・なにわ」 

トップページにアクセス。 

 

② メニュー欄の 音訳データ送信  

をクリック。 

 

③ メニュー欄下にある 

［修正済音訳データを送信する］ 

をクリック。 

 

【注意】「音訳データ一覧」画面が 

表示されている場合も、同じように 

［修正済音訳データを送信する］ 

をクリックします。 

 

 

 

④ 「表示する製作図書」欄の Ｖ をクリックし、該当図書を選ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 送信したい音訳データの右端にある、「修正済音訳データ」欄の 送信する を 

クリック。 

たとえば２枚目の修正済 

音訳データを送る場合は、 

「～～０２.wav」の行の 

 送信する を押します。 
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⑥ 「音訳データ送信」画面の 

「音訳データ」欄の 参照 をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ パソコン内に保存した修正済音訳 

データのファイルを指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 元の画面に戻ったら、 次へ＞ を 

クリック。 

 

 

 

 

⑨ 確認画面が表示されるので、 

内容を確認し、 送信 をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 「音訳データの送信が完了 

しました」というメッセージが 

出ます。 

必ずここで［音訳データ一覧］ 

をクリックし、確認しましょう。 

 

ど
ち
ら
で
も
可 

ど
ち
ら
で
も
可 

(i)   マークまたは  マークの 

 

Wav ファイルを選択 

(ii) 選択した 

音声ファイルの名前を確認 

(iii)  開く をクリック 

ページ数や行数などは 

入力不要です。 

選択したデータが、 

パソコンのどこに 

保存されているかが 

表示されています。 
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⑪ 「音訳データ一覧画面」には、 

これまでに送信した音訳データが 

表示されます。 

先ほど送信したデータが表示さ 

れているかを確認してください。 

 

【注意】「ファイル名」の選択を間違 

えて送信すると、必要なデータが 

編集者に届かず編集作業ができま 

せん。もし誤送信に気づいたときは、 

慌てて削除したりせず、そのままの状態で職員にご連絡ください。 

 

⑫ すべて送信し終えたら、修正が完了したことを録音製作係に連絡します。 

⑬ 編集が始まるのを待ちます。 

 

ここまでで校正の訂正作業が完了しました。 

次回は「編集が始まったかどうかを確かめる方法」を紹介します。 

 

 

わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第１３回) 
 

デイジー図書のしくみを解説するこのコーナー。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少しずつ紹介しています。今回からは、実際の編集作

業についてです。 

前回（Ｎｏ．２２６）の、３、音訳データの取りこみ の続きです。 

 

４、「PRS Pro」上でデイジー編集開始 

デイジー編集とは、「PRS Pro」に取りこんだ音声ファイル（音声データ）を、墨字原本と

同じ順番でタイトルから奥付まで並べ、見出しやページを付けて図書の構造にする作業です。

音声を再生しながら墨字原本通りに項目ごとのセクションを作っていきます。 

送信した２枚目の音訳データ。 

修正回数「１」と表示されます。 
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まずは、主なセクションと、それぞれのセクションの編集作業を紹介します（編集作業は

＊で示しています）。これらはすべてレベル１のセクションです。なお、それぞれの編集作

業の詳細は次号以降で順次解説して行きます。 

① 書名・著者名・製作館名・製作年 

・書名、巻（上巻/下巻・第 1巻など）、副書名、著者のシリーズ名/出版社のシリ 

ーズ名 など 

＊書名から副書名までをワンフレーズ化する 

・著者名 「○○○著/編/訳/編著」 

・製作館名/製作年 「日本ライトハウス情報文化センター ２０××年製作」 

（「終わりの枠」に録音する製作完了年と必ず一致させます） 

② 著作権に関するアナウンス  

「この図書は、著作権法・・・・・第三者への提供はできません」 

③ デイジー図書凡例・・・デイジー図書凡例おわり 【Ｎｏ．２２２（２０１７ 

年６月）参照】 

④ 目次・・・目次おわり （項目にページの記載がない場合でも「〇ページ」と付 

加して読みます） 

＊項目ごとにワンフレーズ化する 

⑤ まえがき/はじめに/序文/献辞 など 

⑥ 原本凡例・・・原本凡例おわり （内容により入れる場所を移動させる場合もあ 

ります） 

⑦ 本文 

＊墨字原本の項目ごとにセクションを作る 

＊図や写真など、必要な箇所にグループの印を付ける 

＊墨字原本通りにページの印を付ける 

＊項目の見出しを入力する 

⑧ 解説・参考資料・年表・索引など 

＊必要に応じて以下の編集作業を行う 

・グループの印を付ける 

・ワンフレーズにする など 

⑨ 著者の既刊作品の紹介 （読まない場合もあります） 

⑩ 著者紹介（著者略歴/著者プロフィール）・・・著者紹介（著者略歴/著者プロフ 

ィール）おわり 
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⑪ 原本奥付・・・原本奥付おわり 

⑫ 終わりの枠  

「以上で、○○○（書名のみ）を終わります。デイジー図書製作完了２０××年 

○月○日。音訳○○、校正○○（モニター者/第１校正者）、○○（第２校正者）、 

○○（デイジー校正者）、編集○○でした」 

 

 

 

＊「書誌情報設定」の入力 

全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協）の指針（２００７年）では、 

必須項目は［タイトル］、［著者］、［発行者］、［言語］で、それ以外の項目は、 

各施設の事情に応じて使用してよい、となっています。 

当館での入力の例を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書誌情報はいつでも入力可能ですが、完成ＣＤ作成前には入力が済んでいるかど 

うか、必ず確認しましょう。 

「書誌情報設定」画面の表示方法 

Ａ．ツールバーの「書誌情報」 

アイコンをクリックして 

表示 

編集者ブラッシュアップコーナー 

タイトル 

書誌カードの「書名」・「副書

名」欄を入力。 

文字コードセット 

必ず「Shift_JIS」にしてお

いてください。 

もし「iso-8859-1」になって

いたら、再生時に不具合が出て

しまいます。 

識別名 

当館では入力していません。

後から自動的に数字が入りま

す。 

ジャンルとスキーム 

当館では入力していません。 
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Ｂ．メニューバーの ①「オプション」から 

②「書誌情報設定」を選んでクリックし 

表示 

 

 

 

 

Ｑ：「間
ま

が長すぎるように思います」と編集者からの校正票に挙がりました。 

読み直さないとだめでしょうか？ 

Ａ：編集で余分な間
ま

をカット（削除）することができます。また、「間
ま

が少ない 

です」の場合は、間
ま

を足すことも可能です。音訳者からの依頼があれば、最適 

な間
ま

を考えて調節します。 

ただ、編集の基本スタンスは「音訳者の意向を踏まえて調節する」ですので、 

編集者が勝手に間
ま

を長くしたり少なくしたりすることはありません。ぜひご相 

談ください。なお、ファイルのつなぎ目などの間
ま

については、編集者の判断で、 

読みの流れに添った間
ま

に調整しています。 

 

 

 

 

 

 

★ 休室のお知らせ 

４月２８日（土：３０日（月）が振替休日のため） 

５月３日（水：憲法記念日）～５月６日（月） 

 

★ 第３１回専門音訳講習会「英語コース」・「東洋医学コース」開催 

毎日新聞大阪社会事業団と当館が共催する、音訳ボランティアとして活動中の方（３年程

度から）を対象とした講習会を今年も開催いたします。今年度は「英語コース」と「東洋医

学コース」です。 

どちらも全７回、金曜日の１３：３０～１５：３０に行います。 

・英 語 コ ー ス：５月１１日、１８日、６月１日、８日、１５日、２２日、２９日 

・東洋医学コース：６月１５日、２２日、２９日、７月６日、１３日、２０日、２７日 

お問い合わせは録音製作係（電話：06-6441-1017、メール：rec@iccb.jp）まで。要項は、

完成し次第当館ホームページにも掲載予定です。 

館からのお知らせ 

音訳者Ｑ＆Ａコーナー 
 

①オプション 

②書誌情報設定 


