
『ろくおん通信』No.２４８ ２０２１年１２月１日 

1 

 

 

 

 

 

 

聴いてわかる録音図書をつくるために（第61回） 

再度、校正表の書き方について 

～全視情協大会の報告に代えて～ 
録音製作係 木田陽子 

１０月に行われた職員・スタッフ向けの「全国視覚障害者情報提供施設大会（全視情協

大会）」に参加しました。今年は初めてのオンライン開催ということで、普段より多い３

００人ほどが申し込んでいたようです。 

毎回、各分科会では様々なテーマが取り上げられるのですが、今年の録音分科会は「音

声デイジー図書の要 “校正”について考える ――音訳技術、デイジー編集技術を活か

すために――」。やはり校正のやり方については、どの施設・団体も苦労していることが

わかりました。 

たとえば校正表の記述方法について。例としては、「音訳者が、写真のタイトルなど原

本に書いてあることしか読んでいなかった。それに対し校正者は、追加録音をした方が良

いと指摘するつもりで『この写真の補足説明は不要でしょうか？』と校正表に書いた。し

かし音訳者からは『えっ、不要だと思ったから、それ以上の説明はしなかったのですが…

ではどうしたらいいですか』という反応が返ってきてしまった」というものです。この場

合は「なぜ直したほうが良いかの理由を客観的・理論的に書くべき」で、「本文の『○○』

の部分を理解するために、写真に写っている○○の補足が必要だと思います」と具体的に 
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書くのが良い、ということになります。 

そのほか、「聞いてみてください」とだけ書くよりも、「○○の後にカタッというノイズ

有り」という風に「問題となる箇所を絶対に特定できるように書く」ことの方がより良い

書き方になりますし、「本当に○○ですか？」「普通、△△です」という表現は音訳者の心

証を悪くするため「どのように直したほうが良いか、根拠（典拠等）を示しながら明確に

書く」、たとえば「Ａ辞典には△△と載っています」と書くのが良い、とのことです（も

ちろん音訳者側が「手元のＢ辞典には○○と載っていますので、このままでいきます」と

返信して、訂正しないという判断も可能です）。 

上記以外にも、校正に関する悩みや校正のポイントについての話題などがあったのです

が、今回は書ききれませんでしたので、また別の機会にお話しできればと思います。 

分科会の最後に、「校正者に必要な視点」として、 

 

・音訳技術を活かす校正とは、読み間違いを指摘するだけでなく「耳で聞いて

わかる」図書にすること。 

・編集技術を活かす校正とは、利用者が迷わず使いやすい内容になっているか

を客観的な立場で判断すること。 

 

の２点が挙がっていました。また、音訳者と校正者の間に意見の食い違いがあって当然、

真剣に取り組んでいる証拠である、とも言われていました。「利用者のためにはどうした

らよいか」を一番に考え、協力して図書を製作する意識を持ちたいと思います。 

 

 

わかる 使える 広がる！ 

デイジー図書徹底解説(第３４回) 
 

このコーナーでは、図書の特徴に合ったデイジー校正のポイントを紹介しています。今回

は「引用文のある図書」です。音訳者・校正者（２校）・編集者の方もぜひご一読ください。

またブラッシュアップコーナーでは、最近あった質問を取り上げました。あわせてご確認く

ださい。 

 

“引用文”はどのように書かれているか  

１．「次のように述べている。」の後に書かれている 

２．「○○を紹介します。」の後に書かれている 

３．行頭を２～３字下げて書かれている 
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４．前後に１～２行分の行間を取って書かれている 

５．活字の種類や大きさを変えている 

６．文の前後が「     」で囲まれている 

７．文の終わりの（     ）内に出典が書かれている 

８．文の始めに、「以下○○より引用」などと書かれている 

９．文の終わりに、「以上○○より」などと書かれている 

10．地の文と引用文の文体が違っている（現代文と古文、「ですます体」と「だ体」 

など） 

など、いずれも目で見れば一目瞭然です。音声の場合も、引用文と本文の違いがはっ

きり区別できるように読む必要があります。 

 

“引用文”の読み方には次のような方法が考えられます  

１．引用……引用終わり（または、以下引用……引用おわり） 

２．カギカッコ……カギカッコトジ（または、カギカッコ……トジ） 

※ この方法の場合、「    」が他にないかの確認が必要です。引用文でない

内容のものに「カギカッコ……カギカッコトジ」と読んでいる箇所があれば、引

用文のところでは「カギカッコ……カギカッコトジ」は使えません。 

３．引用文の前後に間
ま

を取って読む 

４．ピッチやスピードを変えて読む（音声表現技術を使って読む） 

５．文体が違っているので、そのまま読む 

※ ３、４、５の方法は、２倍速・３倍速で聞くと区別がつきにくくなるので注意

が必要です。 

ポイント① “引用文の始まりと終わり”がはっきり分かるように読む 

ポイント② ２倍速・３倍速で聞いても区別できるように読む 

 

“引用文” 読み方の一例  

「Aは……Bだった」という文章が引用されていた場合の、当館での読み方の例です。 

※ 下線部分は、原本にない語句です 

※ 原本に書かれている語句を生かした読み方を考えます 

【ケース１】 「次のように述べている。」の後に書かれている場合 

方法１ ……次のように述べている。引用（以下引用） Aは……Bだった。 

引用おわり 
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方法２ ……次のように述べている。カギカッコ Aは……Bだった。 

カギカッコトジ 

【ケース２】 「以下○○より引用」のように書かれている場合 

以下○○より引用 Aは……Bだった。引用おわり 

【ケース３】 「以上○○より」のように書かれている場合 

以下引用 Aは……Bだった。以上○○より 

【ケース４】 文末に、（△△著 ○○○）のように出典が書かれている場合 

引用（以下引用） Aは……Bだった。 △△著 ○○○ 引用おわり 

【ケース５】 手紙、葉書、日記、メール、LINE、Instagramなどの文面の場合 

以下手紙 Aは……Bだった。手紙おわり 

（葉書、日記、メール、LINE、Instagramなども同様に「以下○○……○○おわ 

り」とします。） 

 

“出典”はどこで読むのか  

様々な考え方がありますが、当館では、出典が引用文の最後にある場合は原則として

「引用おわり」の前に読む、という方法で統一しています。 

・「引用おわり」の後に読むと、出典かどうかわかりにくいケースがあるため 

・字下げや行あけで区別して書かれている部分全部を“引用”と考えるため 

ただし、どんな場合もそうですが、原則通りに処理できないケースも沢山あります。

原本の内容により、不都合があると感じた場合は相談しましょう。 

 

 １冊の図書の中で、引用文の記載方法が異なる場合  

引用文の前後に行間をとって書かれているものと、「  」で囲まれているものが混在

しているケースのように、原本での表記が２通りあるような場合は、通常、音訳の処理

も２通りになります（「引用……引用終わり」と「カギカッコ……カギカッコトジ」、引

用文の前後に間
ま

を取って読む方法と「カギカッコ……カギカッコトジ」、など）。１冊の

本の中で処理を１つに統一する必要はありません。 

 

 最終校正での校正のポイントは３つです  

① “引用文”の始めと終わりが、はっきりわかるか 

② “出典”の読まれている場所は適切か 

③ 目で読む場合と同じように理解できるか 
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“引用文”の書かれ方は１冊１冊異なります。「この方法ですべてうまくいく！」という

処理方法はなく、最終校正で通し聞きした時に、利用の不便さや混乱しそうな読みに気づ

くことがよくあります。 

「目で見てわかる引用文が、聞いても同じようにわかる」ように読まれているかがポイ

ントです。 

 

 

 

Ｑ１．本文中にＱＲコード（二次元コード）が記載されている場合の音訳処理は？ 

Ａ１．まず「ＱＲコード」と「二次元コード」の違いですが、「ＱＲコード」は株式会 

社デンソーウェーブの登録商標で、「二次元コード」は「ＱＲコード」も含めたコ 

ード類の総称です。原本の掲載箇所にコードの名称が明記されていない場合には、 

音訳者は「二次元コード」と読んでおいてください。 

最近、本文の内容を補完する形の「二次元コード」を記載している図書を見かけ 

るようになりました。そのため、従来のような「二次元コードがあります」のアナ 

ウンスだけでは情報不足になってしまう可能性があり、注意が必要になっています。

音訳者は下調べ・下読みの際、記載されている「二次元コード」を読み取り、内容 

をご確認ください。その上で、どのように伝えるのがいいのかをご相談ください。 

 

Ｑ２．引用文の最後に記載されている“出典”を、引用文の前に読むことはできない 

ですか 

Ａ２．「原本通りに読む」というのが原則ですが、言い換えれば「目で見て得られる情 

報と同じ内容を音声で伝える」ということが、原本通りの音訳とも言えます。原本 

の記載通りに、引用文の最後に出典を読むと分かりにくい場合は、最初に出典を読 

む方法も考えられます。 

ご質問のあった図書はＡとＢの対談形式で、Ａの発言の後に、Ｂの著作からの引 

用文が書かれていました。Ａの発言のすぐ後の引用文なので、Ａの著作だと思って 

聞いていると、最後になって初めて「Ｂのものだったのだ！」とわかる、という具 

合になります。目で見ると一目瞭然、Ｂの著作のものからの引用文だとわかった上 

で読み進めることができるので、最初に出典を読むという音訳処理に落ち着きまし 

た。ケースバイケースなので、「分かりにくいのでは？」と思われたら、まずは相 

談しましょう。 

編集者・デイジー校正者ブラッシュアップコーナー 
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★ 録音音量が上がらない時に試していただきたいこと 

音声データの音量は、音訳者自身の声量のほか、音訳者の口からマイクまでの距離や角度、

オーディオキャプチャーのマイク音量、パソコンのマイク音量、Recdiaの音量調節機能など

の組み合わせで決まります。音量がなかなか目標値（－６ｄＢ）に届かない場合は、以下の

方法をお試しください。 

 

（１） オーディオキャプチャーのマイク音量 

音量ツマミを最大近くにしないと、適正な音量にならないこともあります。「MIC」「INPUT」

「GUITAR/MIC」「MIC/LINE GAIN」など表示は様々ですが、たいていは本体の一番左側に配置

されたツマミがマイクの音量に対応しています。 

 

（２） Windowsの「サウンド コントロール パネル」 

Windows（パソコン）側の音量を調節します。 

以下、「クリック」とだけ書かれたところではマウスの左ボタンを１回押し、「右クリック」

と書かれたところではマウスの右ボタンを１回押してください。 

 

① ろくおん通信 No.２４５（２０２１年６月発行）の６～８ページを参照し、「サウンド  

コントロール パネル」の画面を出す。 

 

② 「録音」タブをクリック。 

 

③ 使用しているオーディオキャプチャーを 

右クリック（右図は mk2の場合で、２行目に 

「DUO-CAPTURE」と表示されている。機種に 

よって「UA-○○（型番）」、「USB Audio CODEC」、 

「Steinberg ○○（型番）」などと表示される）。 

 

④ 表示されたメニューから「プロパティ（P）」 

をクリック。 

 

⑤ 新たに表示される「○○のプロパティ」 

ウィンドウ（次ページ参照）から「レベル」タブをクリック。 

 

館からのお知らせ 
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（「○○」には「IN」「ライン」「マイク配列」 

など、前ページ③の１行目に表示されていた 

文字が入る。右図では「INのプロパティ」）。 

 

⑥ 音量ツマミが表示されるので、これで 

音量を調節する（右に動かすと、音が大 

きくなる）。 

 

（３） Recdiaの「マイク音量」 

Recdiaの画面右下（下図右下の、マイクの 

マークが付いている箇所）のツマミを上下に 

動かして調節します。 

※ キャプチャーがパソコンに接続されて 

いる時に、このツマミが動く場合に限ります。キャプチャーをつないだ際にここが固定 

されてしまう場合は、この方法での調節はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）マイクと口との角度 

現在録音に使っているマイクは、先端を真っ直ぐ口の方へ向けた時に、最も音が大きく入

るようになっています。口とマイクの方向をずらして使っている場合は、マイクと口とが一

直線上に並ぶように置き場所を調整してください。もし吹き音が気になるようでしたら、ポ

ップガードを付けてみてください。 

 

マイク音量（右下）「２」の場合 

…音量レベルメーター（右上の青い 

目盛）は－４０ｄＢあたりで、 

目標範囲（メーター下の白い 

部分）に全く入っていない。 

 

ツマミを上へ 

マイク音量「１７」の場合 

…音量レベルメーターは－１２ｄＢ 

あたりまで届いており、目標範囲に 

入るようになった。 

 

前ページ ⑤ 

「レベル」タブ 

目標範囲 
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（５）Recdiaの「フィルタ設定」 

４種類の設定値を細かく変えることで、音量を調整します。（１）～（４）で改善しなかっ

た場合、職員にご相談ください。 

 

★ スタジオ録音時、トークバックのスイッチ切り忘れにご注意ください 

スタジオ録音をしている時に、校正者から「背後にずっと何かの雑音が入っている」とい

う指摘が挙がった時は、トークバックのスイッチが切れているかを確認してください。 

当館では、録音スタジオ内の音訳者とスタジオの外にいるモニターとが会話ができるよう

な仕組み（トークバック）を設置しています。外のスイッチを切り忘れると、スタジオ内の

スピーカーから外の音が聞こえたままになり、音訳者の声と一緒に録音されてしまいます。 

そういえば一時期、複数の方から「録音したデータに、知らない人の話し声が入っている

…！」という“恐怖体験”を聞きました。今から考えると、スイッチが入ったままだったた

めに、モニター席の近くにいた人の声が入ってしまっていたのかもしれません。 

 

★ 音訳者の方へ：ファイル名に音訳者名の入力をお願いいたします 

音訳データのファイル名は「書名（あるいは書名を略したもの）」＋「通し番号」＋「.wav 

（Recdiaで新規作成すると自動的に最後尾に付く“拡張子”）」とすることにしています（例： 

「よいこの音訳０１.wav」）。ただ、『よいこの音訳』と『はじめての音訳』の音訳者がどちら

も「音訳０１.wav」というファイル名を付けるような場合もあり、たまたま似たような図書

の担当になった校正者・編集者が区別に困ったことがあるようです。 

こうした事態を避けるために、今後は「ファイル名に音訳者名を入れる」ことにしたいと

思います。書名と名前はくっついていても全く問題ありませんが、間にスペースを入れる際

は必ず全角スペースにしてください（半角スペースをファイル名に含めると、「ウェブスタジ

オ・なにわ」からダウンロードできなくなるというエラーが報告されています。） 

 

★ 休室のお知らせ 

年末年始の全館休館：１２月２９日（水）～１月４日（火） 

■６階スタジオは１２月２８日（火）～１月５日（水） 

の間、休室いたします（１２月２８日・１月５日は 

機器整備日）。 

■７階スタジオでの活動については、直接７階にお問い 

合わせください。 

１月８日（土）：成人の日の振替休館 


