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公園を歩いていると、梅や早咲きの桜が花を咲かせ、池の周りには様々な鳥たちの

憩いの場が見受けられ、着実に春が近づいてきていることを感じます。 

当館のボランティア活動が休止になり、早３か月。コロナウイルスと向き合いなが

ら皆さんとの再開を心待ちにしていましたが、ようやくその日も近くなってきました。

まだしばらくは、コロナウイルス感染前のように活動することは難しいかと思います

が、近く皆さんとお会いし、笑顔の花で春の到来を感じられることを楽しみにしてい

ます。 

（点字製作係 奥野真里） 

 

 

 

 

【緊急事態宣言解除後の、館内のボランティア活動について】 

２月末で大阪府の緊急事態宣言が解除された場合、３月３日（水）から、

来館でのボランティア活動を制限付き（昨年11月までの活動体制）で再開

します。ご不明の点がありましたら、点字製作係にお問い合わせください。 

 

 

 

【休館のお知らせ】 

３月 20日（土・祝）春分の日のため休館 

４月 29日（木・祝）昭和の日のため休館 

５月 ４日（火・祝）、５日（水・祝） 
みどりの日、子どもの日のため休館 
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「点字の足跡を振り返る」日本の点字制定 130周年を記念して 

1890 年に盲学校教員であった石川倉次氏によって日本点字が編み出されて 130 年。

脈々と受け継がれ、今では、選挙の投票や就職採用試験、司法試験などの資格試験で

点字使用が認められているほか、商品の識別のために点字が付けられるなど、私たち

の生活の中にも少しずつ点字という文字が浸透しつつあります。 

点字の歴史や重要性について、以下、昨年 12月 12日（土）の午後に当館が主催し

た『日本の点字制定 130 周年記念講演会「点字の未来に向かって」』から、竹下亘館

長の発表を、一部掲載いたします。（奥野真里） 

 

○石川倉次の熱意により日本点字が誕生 

ご承知の通り、日本の点字が誕生したのは 1890 年(明治 23 年)の 11 月１日、東京

盲唖学校で開かれた、第 4回点字選定会議において、石川倉次が考案した日本点字配

列案が採択された時でした。 

まず、石川倉次の点字配列案が考え出され、決定されるまでには、石川倉次の４年

に亘る大変な苦心と努力があり、最後の１年間は、優秀な同僚や点字を触読する生徒

達が加わって熱心な追究と実験、議論がありました。 

石川倉次の点字案の素晴らしさは、１番目に日本語への深い理解、２番目に優れた

合理性、３番目に視覚障害者が読み書きできる文字を作りだすということへのあふれ

出る熱意、という３つの柱により生み出されたことにあると思います。 

1 番目の日本語への深い理解については、元々、熱心なかな文字論者であり、日本

語を深く研究してきた石川倉次が、日本語のかなの 50 音配列に点字を当てはめ、母

音と子音の組み合わせで 50音を表すことを思いついたこと。 

そして、助詞の｢は｣｢へ｣は｢わ｣｢え｣を用い、｢多くは言葉のままに書くこと｣として、

表音的仮名遣いの原則を主張し、実現したことが、大きな功績です。 

これは、50音配列がまだ一般的でなく、文語表現が常識だった当時の日本語表記に

おいては、画期的なことだったと思います。 

２番目の合理性については、石川が点字案を固めた９月 22 日、日記に記した点字

構成理論６項目に明解に表れています。それはつまり、 

１．｢あいうえお｣の５母字を基本とする。(母字とは母音のこと。) 

２．子音｢かさたなはまら｣の７行は各行の特徴を表す点(たとえば｢か｣なら６の

点)と５母字を組み合わせる。(言うまでもなく、この１と２は、６点の内、

①②④の点を母音に当て、③⑤⑥の点を子音に当てはめることを意味してお
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り、これも優れた合理性と言えます。) 

３．｢や｣行は母字を一番下に下げて 4の点を加える、 

４．｢わ｣行は母字を一番下に下げる。 

５．濁点は触読の便を図って、字の前に置く。 

６．数字はブライユ式を採用して、楽譜やローマ字を覚える際の便を図る。 

以上の通り、石川倉次の点字構成案は非常に理路整然としており、この理論がいか

に適切だったかは、この後の点字使用者の誰もが認めるところとなりました。 

３番目の、日本点字考案にかける熱意については、後に石川倉次が当時を回顧して

語った言葉に表れています。つまり、 

《この点字こそ實に視覚を欠ける盲人にとりての目でなければならないと考へた。

されば点字苦心の過程に於て六点を目(メ)に連結して考へて行った。メを本として

考へて来る時、母音との関係に於てはマ行の父音となって来たのである。》 

(これは、大河原欽吾
お お かわ らき ん ご

の名著｢点字発達史｣に記録された言葉です。) 

実は合理性に徹するならば、マ行を③⑤⑥に当てはめなければならない必然性は乏

しく、後の点字の識者からは、石川が合理性に徹しきれなかったこの選択・判断を批

判する意見もありました。 

しかし、私は｢点字は見えない人の目｣という理念を日本の点字に埋め込もうとした

石川倉次の熱い思い、それはつまり自由に読み書きできる文字を日本の視覚障害者に

もたらしたい、という愛情は非常に尊く、これまでも、そしてこれからも点字を支え、

導いていく指針だと信じています。 

 

○点字を視覚障害者の手に届けるために 

こうして日本点字が誕生し、翌年には、日本最初の盲学校である京都市立盲唖院に

導入されるなど、全国の盲学校へさざ波のように広がっていきました。 

しかし、それを視覚障害者が読み書きするには点字の道具が必要であり、点字図書

が必要であり、点字を打つ人が必要でした。 

そのため、点字誕生の直後から国産点字器の製造、点字製版機の輸入と点字書籍の

発行、全国の盲学校の教員や点字使用の生徒自身による点字写本活動、点字出版所の

創設が広がっていきます。では、私達の点字図書館、そして点訳ボランティア、当時

の言葉で言えば点訳奉仕者とその活動は、いつ、どのように始まったのでしょうか。 

まず、日本で初めて点字図書館が文献で紹介されたのは、東京盲唖学校の同窓会が

1904年(明治 37年)、つまり点字誕生の 14年後に発行した点字雑誌『むつぼしのひか
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り』第６号ではないか、と思われます。 

そこに掲載されたのは、好本督という弱視の人が書いた｢盲人の読書機関｣という寄

稿です。 

好本督
よしもとただす

という人は、余り知られていませんが、大阪出身で、東京で学んだ後、オ

クスフォード大学に留学し、英国で貿易商を営み、英国と日本を行き来しながら、岩

橋武夫をはじめ後の盲界の指導者達を育成・支援し、『点字毎日』の創刊、盲人伝道

協議会の創設、日本語点字聖書の出版などに大きな役割を果たした、日本盲界の父と

言われる人格者です。その好本が書いた｢盲人の読書機関｣という報告の概略を紹介し

ます。 

《ロンドンには｢国民盲人図書貸出館｣があり、蔵書は５千冊、歴史、文学、詩歌、

小説、哲学などに関する古今の大著述はほぼ備わっており、毎年新しく 500冊が増

えている。貸出は英本国は言うまでもなくドイツ、フランス、南アフリカにも及ん

でいる。 

その起源は極めて微々たる組織であり、20年ほど前、アーノルドという貧しい盲

婦人が創立した。彼女は幼少の時から盲目で、自らも点字書の欠乏、読書機関の不

備から受ける苦労を経験して、1882年、盲人用図書館の設立を思い立った。最初は、

わずか５、６冊の蔵書から始めたが、慈善家が感激して寄附金を寄せ、小さな家屋

を借り、新たな書物を購入した。その後、彼女の努力が広く知られ、多くの同情者

を得て、｢自ら点字書を作って寄贈する｣人や寄附金を寄せる人が現れた。 

しかし、この図書館の事業に関連してもっとも麗しい記念物は、数多き蔵書や、

巨額の金銭を投じて購入したものや印刷したものでもなく、みな篤志の婦人たちが

家庭の仕事の余暇をもって、あるいは遊ぶ時間を割いて、作ったものである。大部

の書物を針(点筆)の先で、コチコチと写してゆく労の大きさは推し量られる。 

しかも、この麗しい事業は、今や広がり、英国の大都会で盲人用の図書館のない

ところはなく、どの図書館にも必ずこの麗しき記念物、愛のかたまりをもって恵ま

れつつある。このような篤志の婦人は、全国に１万人以上もあると言われている。》 

続く第７号にも報告は続き、その中では、好本督の呼びかけとして、 

《我が国の婦人達も英国の婦人と同じく、点字書の作成に力を尽くされたい。盲人

のために点字書を作ることは、婦人のなしうる慈善事業の中でももっとも麗しく簡

易なるものだと思う。》 

ここで感銘を受けたのは、英国においても、点字図書館の揺籃期から、その事業の

柱である点字図書の製作を担ったのは、点訳奉仕者だったということです。 
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○点字図書館と点訳ボランティアの歩み 

けれど、各地の盲学校に点字図書室は付設されていったものの、一般の視覚障害者

に向けて開かれた点字図書館が日本に誕生するのは、点字の誕生から短く見ても 30

年、実際には 40年余りもかかったのです。 

現在、最初期の点字図書館として記録に残るのは、 

・1920年、大正 9年、新潟県柏崎市の姉崎文庫、現在の新潟県視覚障害者情報セン

ターに引き継がれています。 

・1929年、昭和 4年、名古屋市の鶴舞
つ る ま

中央図書館点字文庫、今も続いています。 

・同年、山形県酒田市の光丘
こうきゅう

文庫に創立された｢点字読書会｣などですが、 

ただし、いずれも点字文庫と呼ぶのがふさわしい小さなものであり、また蔵書はほ

とんどが点字出版図書、もしくは視覚障害者自身が点写したものでした。 

そんな中、日本ライトハウスの創業者岩橋武夫の働きかけによって 1933年、昭和 8

年頃に始められたのが、一般人による初めての組織的な｢点訳奉仕活動｣｢点字写本友

の会｣であり、その活動は 1935 年、昭和 10 年のライト・ハウス会館建設と共に活発

化していきます。 

｢点字写本友の会｣の活動風景は、当館８階点字製作係の入口に掲示してある白黒写

真でご覧いただいていると思いますが、あれは 1936年、昭和 11年頃、当時のライト・

ハウス会館内で撮られて、大阪朝日新聞に掲載されたものです。和服を着て、長い黒

髪をひっつめた３人の女性方が、墨字書に向かい、木製点字盤に点筆で点字を打って

いる姿の写真です。後ろには木製書架に並べられた多数の 100冊以上の本が並んでい

ます。 

このライトハウスにおける点訳活動について、岩橋武夫は 1943年(昭和 18年)に出

版された｢海なき燈臺｣という論文集の中で、以下のように書いています。 

まず｢點字圖書館の日本的性格｣という題名の論文の中で、 

《英国や米国と比べて、點字圖書館事業も自ずから性格の相違があり、日本では日

本的な性格が進められるべきである(ここは、太平洋戦争真っ最中の時代を反映し

て、岩橋の書きぶりには少し問題を感じるのですが。) 

點字圖書館の日本的性格とは、先づ盲人の側から必然の要求として且つ盛り上る

力として發芽成長しなければならない。そして、少さい實力と精力を捧げることに

依つて、盲人の誰かが、或ひは少數のグループがこれを發足經營し、やがて社會一

般より徐々に助成援護を受けると云つた行き方である。即ち西歐の大量的性格に對

してこれは細く長き地下水的な性格である。 

そうした點字圖書館の事業の進め方の実例として、愛盲會館の力強い友軍として、
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ここ二三年來活躍しつつある關西點字婦人會の存在がそれである。 

關西點字婦人會は大阪に於ける眼科の最元老たる有澤博士夫人さく女史を中心

として阪神間に於ける有力なる家庭の夫人や令嬢たちが三十人程して｢毎日一時間

を點字に｣といふスローガンの下に良書の點譯を志し、文藝科學宗敎歴史等の部門

に於ける二百冊に近き點字書が既に完成して、愛盲會館圖書館の棚に異彩を放ち、

各地の盲人に無料で貨出されつつあるのである。成程、今は發足期にあることとて

歐米のそれに比べてあまりにも小さいかも知れない。だがその淸き愛盲の精神と盲

人文化に對する深き理解とは決して歐米のそれに劣るものではない。》 

とまとめられています。 

ところで、この｢點字圖書館の日本的性格｣という論文の中には、今日の点訳活動に

於いても参考にすべき貴重な指摘がなされています。それは、 

《我が國の言語そのものが歐米のそれとは異なり、一層眼に訴へる要素の多いだけ

それだけこれを點譯した場合、その文學的價値が滅殺され易いことである。即ち漢

字の持つ匂や色を如何にして點字に移し得るかは西洋の發音主義的な言語を點譯

した場合と大きな相違がある。……日本的點字が、まだその手法や表現の形式に於

て未完成であるとすれば、これを勇敢に整備完成して、たとへ點字とは云へ、指頭

より來る文學的、科學的感觸が西歐のそれに劣らざる樣努力するは勿論、この立場

に於て立派な點字書を多く作り出すことに努力しなければならない。》 

この問題提起は、今日、皆さんが専門書や図や表などの点訳で工夫と苦心をされて

いることに通じるのではないかと思います。点字図書館と視覚障害者の読書が当時か

ら、このように多くのボランティアの方々、しかもその気持ちや姿勢においては、今

日の皆さん方とほとんど変わらないボランティアの方々によって支えられ、成り立っ

ていたという事実は感慨深いものがあります。つまり、点字図書館が点訳ボランティ

アの生みの親であるならば、点訳ボランティアは点字図書館の育ての親、ということ

が出来るのではないでしょうか。 

こうした点字図書館とボランティアの協働の関係は今も変わらず、これからも、形

は変えながらも続いていくし、続けていきたいと願ってやみません。 

（以上、竹下館長述） 

 

点字が視覚障害者の間で用いられるようになり、やがて一般社会で点字の文字を普

及させることをきっかけに視覚障害者の社会参加も徐々に進んできました。さまざま

な可能性が追及され、ＩＴ技術の進歩により、私たち視覚障害者の生活が豊かになっ

ていることはいうまでもありませんが、一方で、使用文字があるからこそ、文化が継



 

７            『点訳通信』１０７号 

 

承され、学習ができ、次の段階につなげることに思いを巡らせ発想を生み出せること

ができるのだと思うと、点字の足跡に感謝の意を忘れてはなりません。 

12月の講演会では、実際に点字を使用する小学生のお子さんや大学生にも、オンラ

インで参加していただき、点字について語り合いました。そして、きらきら輝く彼・

彼女たちにも、点字が大きな役割を果たしているのだということを確信することがで

きました。 

来る 2022 年、当法人は創立 100 周年を迎えます。その記念すべき年に向けて、改

めて点字に思いを寄せ、新たなスタートが切れるように、一歩ずつ歩を進めていきた

いと思います。 

 

 

 

オンラインでの「2020年度ボランティア交流会」に、ぜひご参加ください 

今年度は、オンラインでボランティア交流会を開催いたします。Zoom で双方向の

コミュニケーションを楽しんだり、YouTube ライブで気軽に視聴したりできます。

当初は３月６日の開催予定でしたが、大阪府の緊急事態宣言を受け 11日（木）に延

期することにいたしました。画面越しにはなりますが、受賞者の方、友の会世話人

の方、海外で活躍する講師の堀内さん、当館の職員の顔を見て、声を聞いて、少し

でも笑顔になっていただければ幸いです。 

 

日 時：2021年３月 11日（木）13:30～15:45 

《プログラム》 

13:30～ 記念式典 

当館でのボランティア活動歴20年以上・30年以上の方への感謝状贈呈、 

受賞者インタビュー、ボランティア友の会世話人の方の紹介など 

14:30～ 記念講演 堀内佳美さん（タイで図書館運営や少数民族の子どもたちの

教育支援を行っている視覚障害の方です） 

15:45  閉会 

参加方法：①Zoomによるオンライン参加 

（堀内さんへの質疑応答に参加を希望される方は、Zoomでご参加ください。

事前に当館総務係までお申し込みください） 

②YouTubeでのライブ配信を視聴（お申し込み不要） 

YouTube のライブ配信ＵＲＬは、３月に、点字製作係のメーリングリストで皆さまに

お知らせします。 

(C)WANPUG 
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２０２１年度点訳ボランティア活動の予定 

次年度は、引き続きコロナウイルス感染予防対策に努めながら、さらに充実した活

動を進めていきたいと思います。その中で、「点訳のてびき第４版」が発行されて２

年余りが経過し、実場面での疑問なども生じているのではないでしょうか。そういっ

たことを解決するうえで、次年度はブラッシュアップ勉強会も企画しています。 

各講習会の詳細は決まり次第お知らせしますので、ぜひ、ご参加ください。 

①点訳ボランティア養成講習会中級コース 

対象：すでに点字の基礎を学んでいて、新たに当館で点訳ボランティア活動を希

望する方。 

５月 11日（火）より、隔週で 10:00～12:00に開催（全 15回の予定）。 

記号類の使い方やレイアウト方法、視覚障害者理解などを学びます。基本的に受

講生の方に来館していただきますが、状況に応じてオンラインも併用する場合も

あります。 

申し込みは３月 10日（水）から開始します。 

②校正勉強会 

対象：当館で活動中の点訳ボランティアの方。 

９月開催予定。全１回。 

校正を行う際の注意点や、ありがちな見落としポイントなどを確認します。 

③点字表記ブラッシュアップ勉強会 

対象：当館で活動中の点訳ボランティアの方。 

10月開催予定。全１回。 

皆さんからいただく質問を元に、点字表記について再確認していきます。 

④専門点訳講習会「『点字編集システム』入門編」、「『点字編集システム』実践編」 

対象：すでに点訳ボランティアとして活動中の方。 

『点字編集システム』のダウンロード・インストール方法や、六点入力、サピエ

図書館の紹介などを行います。 

入門編は、これまでパソコン点訳をしたことが無い方を対象に、７月～８月に全

２回（４時間×２日間）で実施予定。 

実践編は、これから『点字編集システム』を使う方を対象に、９月～10月に全２

回（４時間×２日間）で実施予定。 

(C)WANPUG 


