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聴いてわかる録音図書をつくるために（第52回） 

校正について ～誤っているアクセントの指摘～ 
録音製作係 木田陽子 

箸なのか、橋なのか、端なのか…。 

いきなり一休さんのとんち話のような話題から始まりましたが、今回は「アクセントの

校正」についてみていきたいと思います。 

同じ「ハシ」という言葉でも、共通語アクセントの場合、頭高で読めば食器のお箸、尾

高なら川などに架ける橋、平板なら端っこの部分、と区別することができます。 

録音図書は、方言で書かれた部分などを除き、原則として共通語アクセントで読むこと

にしていますので、違う読み方だった場合は校正項目として挙げます。 

ただし音訳者が共通語アクセントに慣れていないと、１００％正しく読むというのはな

かなか難しいことです。校正者は気付いたアクセントの間違いを書き出していきますが、

もし校正票（校正表）に書いた数が多くなってしまった時には、「正しいアクセントでな

くても意味が通じる」箇所なら修正依頼を出さないことにする、という方法をとることも

できます。正しいアクセントに直すことも大切ですが、あまりに修正しすぎて聴きづらい

図書にしないよう、校正者だけでなく音訳者側も「どこを直してどこを直さないのか」を

検討してみてください。 
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例えば「手洗いうがいを心がけましょう。」という文章があったとします。「手洗い」の

アクセントの核は２文字目の「あ」にあります（「テア＼ライ」）。もしこれをアクセント

３で（「テアラ＼イ」と）読んでいても、「こまめに手を洗ったり、うがいをしたりすれば

良いんだな」と理解してもらえるかと思いますので、もし他に修正が必要な個所（誤読な

ど）が多そうな場合は、そちらを優先することもできます（もちろん、きちんと直すに越

したことはありません）。 

しかし、もし「そこには『手洗い歓迎！』と書いてあった。」という、普段あまり使わな

いような言葉を組み合わせた文章だった場合はどうでしょうか。もしアクセント３で読ん

でしまうと、「手荒い歓迎」だと誤解する可能性が高まります。意味が変わってしまうよ

うな箇所は必ず校正項目として挙げてください。 

ただし、「今回はこのアクセントの訂正録音はしない」と判断したからといって、音訳者

のスキルが現状維持のままで良いという意味にはなりません。音訳者は、自分のアクセン

トの弱点や間違いを認識し、修正していく努力を怠らないようにしてください。 

 

＊ アクセントと辞書について 

アクセントは、漢字の読み方と同じく辞書で調べます。調査には、NHKや三省堂などか

ら出版されている各種アクセント辞典のほか、三省堂『大辞林』、小学館『日本国語大辞

典』などを利用できます（「weblio国語辞典（https://www.weblio.jp/）」からは『大辞林』

第三版を検索することができます）。アクセントの表記の仕方については No.236に掲載し

ています。 

どれかの辞書に掲載されていれば良いので、手元の辞書に無くても間違っているとは限

らない、という気持ちで校正をお願いいたします。 

たとえば「電池」という単語ですが、辞書によっては「デ＼ンチ」のほかに「デンチ￣」

も許容となっています（昭和 19年出版の『標準日本語發音大辭典』は頭高のみ掲載して

いましたが、時代が下るにつれて平板型を載せる辞書も出てきたようです）。 

音訳者も「自分の手持ちの辞典には載っているのに、間違いだと指摘された」と不快に

思わないで、「『○○』に載っていました。今回はこのまま読みます（修正せずにいきます）。」

などと返信（校正票に書き込み）するのが良いでしょう。 

なお辞書間に優劣はありません。最新の辞書が正しいのでもなく、全１冊の『大辞林』

より全１３冊＋別巻１冊の『日本国語大辞典』が優先されるのでもなく、どこかに載って

いれば許容されます。また、ひとつの言葉にいくつかアクセントが載っていて、音訳者が

２番目以降の読みをしている場合も、校正で挙げる必要はありません。 

 

＊ アクセントの統一について 

近接して同じ単語が出てくる場合に、あるところでは頭高で読んでいるが、すぐ後で平 
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板で読んでいる、とアクセントがばらばらになっているよりは、同じアクセントにしてお

く方が利用者を混乱させなくて済むかと思います。 

先ほどの「手荒い」のアクセントを辞書で調べると、アクセントの場所として３と０と

が掲載されています。音訳者は「今回、私は３で読もう」と決めたら、できるかぎり統一

するようにお願いいたします。 

反対に校正者は、同じ単語でアクセントが違う例が出てきた場合に、近くにあるような

ら校正表に挙げる、原本の前半と最後などある程度離れていたら許容として修正依頼をし

ない、などと調整を行ってください。 

 

 
 
 

もっと知ろう！「ウェブスタジオ・なにわ」（番外編） 
～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～ 

 

今回は「ウェブスタジオ・なにわ」の操作説明から少し離れているので、「番外編」とい

たしました。 

 

下調べ票への「出典」欄、インターネットで調べた場合はどうしていますか？ ホーム

ページのタイトルを記入する方法もありますが、一番楽に、正確に情報を残せるのは、ホ

ームページアドレスを貼り付けておくことでしょう。 

 右の図はウェブブラウザ「エッジ 

（Microsoft Edge）」の画面です。 

四角で囲った部分を「アドレスバー」 

と言い（「ロケーションバー」などと 

も呼ばれます）、ホームページアドレ 

スが表示されています。 

これをコピーして下調べ票やウェブ 

校正票に貼り付ければ、立派に「出典」 

となります。 

 

校正者や編集者は後からこれをさらにコピーして検索することで、音訳者が参考にした

のと同じホームページを簡単に探し出すことができます。 

 

「Google」や「Yahoo!」などの検索で一番上に出てきた読みにした、という書き方もみ 

 

アドレス 

バー 
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かけますが、検索結果というのは頻繁に順位が入れ替わり、後から調べた時にはもうその

ホームページが見つからないことも多いです。 

ホームページアドレスなど、「これで間違いなく同じページを表示できる」という情報

を、「出典」として記載していただきますようお願いいたします。 

それでは、コピーと貼り付けの仕方をみていきましょう。 

※ 以下、「クリック」とだけ書かれている場合は「マウスの左ボタンを１回押す」 

という意味です。 

 

① アドレスの後ろの余白をクリックすると、アドレスが青く反転します。 

 

 

 

 

 

もしうまくいかなかった場合は、アドレスの一番後ろから前に向かってドラッグ（ボ

タンを押したままマウスを動かすこと）して色を反転させます。この図の場合は一番後

ろのスラッシュ（「iccb/」の「/」）から最初の「www」に向かって左ボタンを押したまま

マウスを動かし、「www」まですべて反転させたところで、左ボタンから指を離します。 

 

② 反転させたアドレスの上で右クリックをし、出てきたメニューの中から「コピー」

をクリック（パソコンにアドレスの文字列が記憶されます）。 

 

 

 

 

 

③ 「ウェブスタジオ・なにわ」の下調べ票を出し、「出典」欄で右クリックし、出てき

たメニューの中から「貼り付け」をクリックすると、ホームページアドレスが入力され

ます（次頁の図参照）。 

 

後からそのホームページを閲覧したい時は、以下のように操作します。 

（ⅰ）アドレス全体をドラッグして、色を反転させる。 

（ⅱ）アドレスの文字の上で右クリックし、メニューから「コピー」をクリック（パソ 

コンに記憶させる）。 

（ⅲ）ウェブブラウザ（エッジなど）のアドレスバーの余白部分で右クリックし、「貼り

ドラッグする 

 余白部分 
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付け」をクリックした後、キーボードの「Enter（エンター）」キーを押す（ブラウザに

よっては「貼り付けて移動」ですぐに目的のページに移動できるものもある）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第２５回) 
 

デイジー図書のしくみを解説するこのコーナー。今回からは、完成間近のデイジー図書の

校正作業についてです。前回ご紹介したように、当館の「校正の体制」は以下のようになっ

ていますが、その中の「④デイジー校正」が、当館における最終校正となります。 

なお、「③編集作業と並行して行う校正」については、編集者ブラッシュアップコーナー

で取り上げます。 

◆ 当館の校正体制 

① モニター（ペア録音のパソコン操作担当者）による校正 

② 第２校正（校正者による校正。モニターが付かない録音では第１校正になります） 

③ デイジー編集者による校正（編集作業と並行して校正します） 

④ デイジー校正（編集者が作成した CDの校正です） 

⑤ 最終チェック者による校正（主に再編集された箇所のチェックです） 

 

 デイジー校正（最終の校正）で求められる校正とは？  

◆ 「利用者の立場に立って聞くこと」が鍵になります 

その訂正、本当に必要ですか？ 訂正録音の多いデイジー図書は、音訳者、編集者のどん

な技術をもってしても、聴きづらい図書になってしまいます。校正表を書く前に、もう一度、 

 

（前ページ）③ 

「出典」欄で右クリック 

→「貼り付け」をクリック 

「出典」欄にコピーしたホーム 

ページアドレスを貼り付けた 



『ろくおん通信』No.２３９  ２０２０年６月１日 

6 

 

どうしても訂正が必要かどうかをよく考えて記入しましょう。 

◆ 重要な３つのポイント 

① “利用者としての耳”で校正 

② “訂正した後の方がよくなること”が基本 

③ “使いやすいデイジー図書になっているか”の確認 

 

 デイジー校正（最終の校正）のチェックポイントは？  

【ポイント１】 必ず指摘しなければならない項目と、必ずしも指摘の必要のない項目が 

あります。 

【ポイント２】 校正者の感性（私ならこう読む、こう処理する）と音訳者の読みや処理 

が一致しないこともよくありますが、「訂正した方がよくなるかどうか？」を基準に、 

指摘するかどうかを決めましょう。 

◆ 指摘が必要となる項目 

 音訳に関するもの（本来は校正（２校）・デイジー編集までに挙げておくべき項目です） 

① 音量のばらつき（修正箇所の音量が合っていないなど） 

② 誤読（単純な読み間違いや調査不足による誤読） 

③ 耳に不愉快な雑音（ヘッドホンの性能や、個人個人の感じ方により差が出ます。 

迷ったときは館にご相談ください） 

④ 不自然な間
ま

（読み繋いだ箇所や訂正箇所） 

⑤ 文意が間違って伝わる文の切り方 

⑥ 聞き手が混乱する漢字の補足 

⑦ 適切でない図・表・写真の説明や挿入箇所 

⑧ 統一されていない引用文の読み方（引用文だということが分かりにくい読み方な 

ど） 

⑨ 違和感のある疑問符（？）、感嘆符（！）など符号の読み方 

⑩ その他、聞き手の思考が中断してしまうような読み方や処理  …など 

デイジー編集に関するもの 

① デイジー図書凡例（録音図書凡例）の不足や矛盾 

② 階層（レベル）の間違いや使いにくいセクション分け 

③ ページチェックの漏れや適切でない場所 

④ グループチェックの漏れ 

⑤ 決められたワンフレーズ化がなされていない 
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⑥ 書誌情報の誤入力や記入漏れ 

⑦ 見出しの誤入力 

⑧ 音声の頭切れや消し残り 

⑨ マークやコメントが残っている 

⑩ セクションの最終フレーズが無音 

⑪ その他、デイジー図書として必要な編集基準が守られているか？  …など 

 

なお、①違和感のあるアクセント ②微かな雑音 ③違和感のある文の切り方などは、本

来は最初の校正か、デイジー編集の校正で挙げておくべき項目です。デイジー校正の訂正録

音の時点でデイジー編集を行うのはリスクが伴いますので、文意が伝わっている場合では、

デイジー校正では挙げないという判断も必要です。 

★ 次回からは、それぞれの項目についての判断の目安を考えていきたいと思います。 

 

 

当館では、デイジー編集をしながら同時に音声の校正も行っています。この校正では、 

アクセントや雑音などの指摘も必要な場合があります。編集の手順に添って校正のポイ 

ントをみていきます。今回は編集者が「第２セクション」を作るところまでの作業です。 

頭に≪音声≫と書いた部分はそのセクションで読まれている内容で、読み方が正しい 

かを校正します。箇条書きの部分は、デイジー編集作業の内容についての注意点です。 

 

１） 「書誌情報」の入力 

  いつでも入力できるので適宜入力します。CD作成前に必ず内容を確認します。 

  記入漏れに注意します。 

２） 第１セクション…見出し入力「書名・○巻・副書名」 

≪音声≫ 書名・巻・副書名・著者名、シリーズ名、製作館名、製作年（西暦で） 

  「書名・○巻・副書名」までをワンフレーズ化する。 

  製作年は、終わりの枠の製作年と同じになっているか、最後に必ず確認する。 

３） 第２セクション……見出し入力「著作権に関するアナウンス」 

≪音声≫ 「この図書は、著作権法第３７条第３項に基づいて製作しています。又貸 

し・複製等（とう）による第三者への提供はできません。」 

  ワンフレーズ化の必要はない 

 

編集者ブラッシュアップコーナー 
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★ メーリングリスト（ＭＬ）用のメールアドレスをご連絡ください 

今後の活動に関する情報を速やかにお送りするため、ＭＬを作成いたしました（４月３日

に「ウェブスタジオ・なにわ」の連絡票・ＦＡＸで送信しているお知らせでご案内済み）。 

まだご連絡いただいていない方・お知らせが届いていない方は係までご一報ください。 

また、今後アドレスを変更した場合も、必ずご連絡いただきますようお願いいたします（係

で変更手続きをとらないと、新しいアドレスに情報をお届けできません）。 

 

★ 館内ボランティア活動の再開について 

６月以降、段階的にボランティア活動を再開していきます。現在、各係で活動のマニュア

ルを作成中です。出来次第お渡ししていきます。スタジオ収録・デイジー編集・勉強会・例

会などについては係からの連絡をお待ちください。基本的なことは「One Book One Life」６

月号に掲載しております。 

ご来館前に知っておいていただきたいことは以下の通りです。 

・ 来館前に体温を測り、平熱よりも高い時や体調に不安のある時は来館を控えてくださ 

い。 

・ 入室前に館内の洗面所で石鹸で手洗いする。 

・ マスクを着用する(入手出来ない場合は、当館で提供します)。 

・ 共用の筆記用具や湯呑み・急須などを置きませんので、各自でご持参ください。 

・ スタジオ録音と編集用パソコンの使用は、２グループに分けて隔週で活動していただ

くことにいたします。使用時間は１０～１２時、１３～１５時とし、昼の休憩時間と活

動終了後に職員がスタジオ内の消毒作業を行います。 

・ 来館時に鼻をかんだティッシュなどは小さなビニール袋に入れ、口をしっかり縛った

状態でゴミ箱にお入れください。 

・ 各チームの例会は当面休止いたします。オンラインでの参加体制などを整えたうえで

の再開を検討しています。 

・ 今年度の音訳ボランティア養成講習会（１）の開講を取りやめます。（２）と（３）に

ついては何らかの代替を検討しているところですので、係からの連絡をお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

館からのお知らせ 

 
★ 休室のお知らせ 

７月２３日（木）：海の日 

７月２４日（金）：スポーツの日 


