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あらためて、係からのお願いです 

録音製作係主任 木田陽子 

全国的に２回以上の新型コロナワクチンの接種が進んでいることや、自治体による現在

のコロナ対策・要請を鑑み、録音製作係では、スタジオ録音および編集者の方にできるだ

け毎週来館していただけるよう、体制を整えていきたいと考えています。 

ただ、２年以上にわたり、来館制限を設けて録音図書の製作を行ってきた影響で、郵便

物はコロナ前の２倍、皆さまからの電話・メール・連絡票でのお問い合わせも倍増し、私

どもからの返信がかなり遅れてしまい、ご迷惑をおかけする事態になっております。また、

お問い合わせの中には、「目次の最後にある装丁者の名前は、どうしたらいいですか？」「写

真に付いている『出典』は、どこで読みますか？」など、「デイジー図書録音の順序」や

「デイジー図書編集のルール」に掲載されている内容のもの、「○○さんに連絡票を送っ

たけれど返事がないので係から連絡を取ってください。」というご連絡、あるいは「デイ

ジー図書凡例を考えてください。」「この図の説明を考えてください。」「久しぶりに音声デ

ータを送信するので、操作を教えてください。」というご依頼が多く、職員がそちらに時

間を割かねばならない状況が続いています。 

そこで、係から、改めて皆さまにお願いをいたします。 

 

１．お問い合わせの前に「録音の順序」「編集のルール」を確認してください。これら

に掲載されている内容のご質問はお控えください。 

 なお、「ウェブスタジオ・なにわ」の基本操作については、「ろくおん通信」今号に掲

載いたしました。今号を保存版として、常にお手元に置いて作業してください。 

 

２．デイジー図書凡例や図表の説明文について、一から職員に作成依頼をするのではな

く、まずはご自分でお考えいただき、悩んだときは校正者や編集者とご相談ください。

校正者、編集者が決まっていない場合は、校正者、編集者宛てに『○○について意見を 
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伺いたい』などのメモを書いて、職員にお渡しください。 

 

３．２～３日に１回は、「ウェブスタジオ・なにわ」の連絡票を確認してください（ご

自宅にネット環境が無い方は来館時に６Ｆのパソコンでご確認ください）。 

 

４．郵便物の受け取りの連絡（「○○を受け取りました」）は、原則として省略させてい

ただきます。ご了承ください。 

 

上記、いずれも５月の定例勉強会などで皆さまにお願い申し上げたのと同じ内容ですが、

重ねて、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

以下が、録音図書の製作工程において、音訳者が「ウェブスタジオ・なにわ」を使用す

る作業です。それぞれの該当ページをご覧ください。校正者と編集者の方には、よくある

トラブル事例集を８ページに掲載しています。 

 

１．音質チェック用の音訳データを送信（新しい図書の音訳開始前に１０分ほどの音訳

データを送信します） 製作範囲外で音訳データを送信 →５ページ 

 

２．新しい図書の音訳を開始（正式な音訳データとして、１ファイル６０分程度のファ

イルを送信） 新規音訳データの送信 →３ページ 

 

３－１．校正（第２校正）者からの「ウェブ校正票」をダウンロード  ウェブ校正票を

ダウンロードする →７ページ 

３－２．校正（第２校正）の訂正をした音訳データを送信  修正済音訳データの送信  

→４ページ 

 

４－１．編集者からの「ウェブ校正票」をダウンロード  ウェブ校正票をダウンロード

する →７ページ 

４－２．編集からの校正を訂正した音訳データを送信  修正済音訳データの送信  

→４ページ 

 

 

「ウェブスタジオ・なにわ」基本操作  



『ろくおん通信』No.２５１ ２０２２年６月１日 

3 

 

５．デイジー校正表（編集者から黄色い紙で受け取る）の訂正をした音訳データを送信 

 製作範囲外で音訳データを送信  →５ページ 

 

６．ブックトラックからの校正表（職員から白い紙で受け取る）の訂正をした音訳デー

タを送信  製作範囲外で音訳データを送信  →５ページ 

 

７．職員による最終チェックからの校正表（職員から白い紙で受け取る）の訂正をした

音訳データを送信  製作範囲外で音訳データを送信  →５ページ 

 

… … … 

 

新規音訳データの送信 

音質チェックの後、ページ数を入力して正式に音訳データをアップロードする際の送信

方法です（以下、画像は「Microsoft Edge」を使用した場合の画面です）。 

 

１．「ウェブスタジオ・なにわ」にログイン。 

２．トップページ上部の音訳データ送信ボタン（        ）を左クリック。 

 

３．①「書名」欄が、これから送信する音訳データ 

の図書名になっているかどうかを確認。な 

っていなければ、右端の ＜ を左クリックし 

て正しい図書名を選択する。 

② 「開始ページ」・「開始行」、「終了ページ」 

・「終了行」を入力する。 

③ 次へ＞を左クリック（上下どちらでも可）。 

 

４．① 書名と、手順３．②で入力したページ数・ 

行数が表示されるので、入力間違いがない 

か確認。 

② ファイルの選択を左クリック。 

 

 

５．画面上部に「このサイトは、URL：apw Protocol 

を開こうとしています。」というメッセージが表 

示されるので、開くを左クリック。 

 



『ろくおん通信』No.２５１  ２０２２年６月１日 

4 

 

６．① 画面に表示されたウィンドウ上で、送信したい音訳データを左クリック。 

 

 

 

 

 

 

 

② 開く（Ｃ）を左クリック。 

 

③ 新たに右図のような画面が表示され、自動的に音訳 

データの送信が始まります 

 

７．「音訳データの送信が完了しました」のメッセージが 

表示されたら、ＯＫを左クリック。 

以上で送信完了です。 

 

… … … 

 

 修正済音訳データの送信  

校正者（第２校正者）および編集者から校正票が届いた時（「ウェブスタジオ・なにわ」

で校正票が届いた時）に訂正データを送信する方法です。 

 

１．「ウェブスタジオ・なにわ」にログイン。 

２．トップページ上部の音訳データ送信ボタン 

（         ）を左クリック。 

 

３．表示された画面から［修正済音訳データを送信する］を左クリック。 

 

４．「表示する製作図書」欄の ＜ を左クリック 

し、図書名を選択する。 

 

５．送信したい音訳データの行の右端にある、 

「修正済音訳データ」欄の送信するを 

左クリック。 

 

※ 音声データをクリックすると、「ファイル名（Ｎ）」

欄に同じ名前が表示されます。送りたいデータを選択

できているか、次の作業に進む前に、この欄を確認し

てください。 
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６．次へ ＞を左クリック（上下どちらで

も可）。なおページ数・行数の再入

力は不要です。 

 

 

７．① 書名とページ数・行数が表示され

るので、これから送信する音声デ

ータの情報で間違いないかどうか

を確認する。 

② ファイルの送信を左クリック。

 

 

 

 

 

 

 

８．画面上部に「このサイトは、URL：apw Protocolを開こうとしています。」という 

メッセージが表示されるので、開くを左クリック。 

 

９．① 表示されたウィンドウ上で、送信 

したい音訳データを左クリック。 

※ファイル名（Ｎ）欄に表示された 

名前が、今から送りたいファイルに 

なっていることを確認してください。 

② 開く（Ｃ）を左クリックすると、 

音訳データの送信が自動的に始まり 

ます。 

 

１０．「音訳データの送信が完了しました」のメッセージが表示されたら、ＯＫを左クリ 

ック。以上で送信完了です。 

… … … 

 

 製作範囲外で音訳データを送信  

音質チェックおよびデイジー校正以降の訂正音訳データを送信する方法です。 

 

１．「ウェブスタジオ・なにわ」にログイン。 

２．トップページの音訳データ送信ボタン（         ）を左クリック。 
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３．①「書名」欄が、これから送信する音訳 

データの図書名になっているかを確認。 

 

② 製作範囲外欄のボックス ☐ を左クリ 

ックし、チェックを入れる。 

 

③ 次へ＞をクリック。 

 

４．① 作業区分欄の１行下に、青字で 

「製作範囲外の音訳データです」と 

記載されているかを確認。 

 

② ファイルの選択を左クリック。 

 

５．画面上部に「このサイトは、URL：apw Protocolを開こうとしています。」というメッ 

セージが表示されるので、開くを左クリック。 

 

６．送信前にファイル名を変更。 

① 送信したい音訳データを左クリック。 

② ファイル名全体が薄い青色になったら、 

その行の上で“右”クリック。 

③ 新たに表示されるメニューの中から「名前の変更（Ｍ）」を左クリック。 

 

④ ファイル名の頭に「訂」「訂正」などの語句 

を入力し、訂正データであることが分かる名 

前に変更する。 

（例：訂音訳花子 よいこの音訳０１.wav） 

文字の入力が終わったら、キーボードの 

「Enter（エンター）キー」を押して、ファイ 

ル名を確定する。 

 

⑤ 手順６．④で名前を変更したファイル名を左クリック。 

 

 

 

 

※ファイル名（Ｎ）欄に表示されている名前と、④で変更したファイ

ル名が一致しているかどうかを確認してください。 

 

次ページ 

６．⑥ 

ページ数・行数の 
入力は不要です。 
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⑥ 開く（Ｃ）（前ページ図）を左クリックすると、音訳データの送信が自動的に始まり 

ます。 

７．「音訳データの送信が完了しました」のメッセージが表示されたら、ＯＫを左クリッ 

ク。以上で送信完了です。 

 

… … … 

 

 ウェブ校正票をダウンロードする  

校正者（第２校正者）および編集者の校正作業が終了すると、「ウェブスタジオ・なに

わ」を通して「ウェブ校正票」が届きます。このページでは、「ウェブ校正票」のダウン

ロード方法を解説します。なお、作業は必ず「Recdia」を閉じて（終了して）から行って

ください。閉じておかないと、校正票を正しくダウンロードすることができません。 

 

１．「ウェブスタジオ・なにわ」にログイン。 

 

２．トップページの校正票一覧ボタン 

（        ）を左クリック。 

 

 

 

３．① 「製作図書で絞込み」欄の ＜ を左クリックし、図書名を選択。 

 

 

 

 

 

 

② 該当ファイルが表示されている欄の書名（青字）を左クリック（画像は１枚目の 

校正票をダウンロードする場合です）。 

 

４．校正票詳細画面が表示されますので、校正デ 

ータ欄のダウンロードを左クリック。 

 

５．画面上部に「このサイトは、URL：apw Protocolを開こうとしています。」というメ 

ッセージが表示されるので、開くを左クリック。 

 

ｖ 

トップページの

「校正票一覧」に

表示されている 

青字のメッセージ

を左クリックして

も表示できます。 
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６．① 校正票データの保存先を選択。 

【注意１】音訳データと同じ場所に保存する 

必要があります。フォルダの書名が正しい 

かどうか必ず確認してください。 

【注意２】ダウンロードするファイル名が 

「ファイル名（Ｎ）」欄に表示されているこ 

とをご確認ください。 

 

② 保存(Ｓ)を左クリック。 

 

７．「校正データのダウンロードが完了しました。」の 

メッセージが表示されたら、ＯＫを左クリック。 

以上でダウンロード完了です。 

 

… … … 

 

 校正（第２校正）・ 編集におけるトラブル事例集  

「ウェブスタジオ・なにわ」と「New ウェブスタジオ版 Recdia（以下、Recdia）」は、音

訳者だけではなく、校正者（第２校正者）・編集者も使用しています。 

このページでは、皆さまからよくお問い合わせがある事項について解説します。トラブ

ルの際にご参照ください。 

 

Ｑ１．Recdiaで校正票を送信することができません。 

 

Ａ１．Recdiaの「校正票一覧画面」下部にある校正票送信（Ｐ）ボタンの文字の色を 

確認してください。文字がグレーの場合は、既に一度、校正票が送信されている状態で 

す。Recdiaでは、一度送信した校正票の送信取り消し作業ができません。 

万一、校正票完成前にこの状態になってしまっている場合は、職員までご相談くださ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校正票送信(P)ボ

タンが画像のよ

うにグレーの場

合は、送信するこ

とができません 

ｖ 
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Ｑ２．音訳データを再生したところ、中身が名前と異なるデータでした。何が起こった 

のでしょうか。 

 

Ａ２．音訳データをダウンロードする際に、ファイル名が書き換わってしまった可能性 

があります。例えば、 

①「音訳花子 よいこの音訳０３.wav」（３枚目）をダウンロードする際に、 

② 保存先選択画面で、すでに保存している「音訳花子 よいこの音訳０１.wav」（１ 

枚目）の音訳データのファイルを誤ってクリックしてしまった場合、 

③ データの内容は３枚目だけれど、ファイル名は「音訳花子 よいこの音訳０１」 

に書き換わってしまう。 

という現象が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の音声と Recdiaの「校正票一覧画面」の 

『ファイル名』と『音訳範囲』が一致しない場合は、 

再度ダウンロードを試してください。 

 

 

 

 

 

 

 

★ 第３５回 専門音訳講習会開催のお知らせ 

毎日新聞大阪社会事業団と当館が共催する、音訳（録音図書製作）ボランティアとして活

動中の方を対象とした講習会です。要項は当館ホームページにも掲載いたします。詳しくは

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。 

 

 

館からのお知らせ 

① ３枚目の音訳データを
ダウンロード 

② １枚目の音訳データを 
誤ってクリック 

③ ファイル名が１枚
目に書き換わる 
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※３コースとも、当館４階会議室で行う予定です。 

※新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、日程等が変更となる可能 

性がございます。 

※実施時間帯：ＡＭ＝１０時～１２時、ＰＭ＝１３時３０分～１５時３０分 

 

① 古典コース：全６回、土曜日に開催。 

日程：６月２５日ＰＭ、７月２日ＡＭ、９日ＰＭ、２３日ＰＭ、３０日ＡＭ、同日ＰＭ 

定員：１５人       申込期間：（受付開始済）～６月１１日（土）（必着） 

 

② 小説の読み方コース：全１回（※内容はどちらも同じです）。 

日程：第１回 ８月４日（木）１０～１５時／第２回 ８月２６日（金）１０～１５時 

定員：各回１２人     申込期間：６月１日（水）～６月３０日（木）（必着） 

 

③ 東洋医学コース：全６回、金曜日に開催。 

日程：９月２日ＰＭ、９日ＰＭ、１６日ＡＭ、３０日ＰＭ、１０月７日ＰＭ、１４日ＰＭ 

定員：１５人       申込期間：７月１日（金）～７月３０日（土）（必着） 

 

★ ６月より６階での来館活動（スタジオ録音等）を「毎週」に戻します 

大阪モデルの「警戒期間」が終了したことを受け、来館しての活動の制限を徐々に緩和し

ていくことにいたしました。密にならないように気を付け、消毒などの感染対策をきっちり

行うことはもちろんですが、モニター同士が距離をとって座れるようにスタジオ割りを変更

し、編集用パソコンは間にパーテーションを置くなどして、全員が毎週来館して収録ができ

るようにしたいと考えております。 

６月７日（火）～１１日（土）の週からの実施を予定しておりますが、現在最終調整中で

す（最初の週の午前に、今後の活動についての説明会を行います）。詳細が決まりましたら、

情報を録音製作ボランティアのメーリングリスト（ＭＬ）を使い一斉送信いたしますので、

ご連絡いたしますまでしばらくお待ちください。 

※ この数か月でメールアドレスを変更された方は、必ず係までご連絡ください。 

 

★ 休室のお知らせ 

７月１６日（土）：１８日（月・海の日）の振替 


