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 例年より早くつぼみを綻ばせた桜も，先週の寒さにはさぞ驚いたことでしょう。

私の暮らすマンションの前には大きなお宅があり，その庭から，これまた大きな

桜が道路の方まで悠々と枝を広げているのですが，小さな花びらが冷たい雨に打

たれているのが，とてもけなげで，思わず「お～，がんばれよ～」とつぶやいて

しまいました。もうすぐ満開！待ち遠しいです。 

毎年，ベランダから花見をさせてもらっている（久） 
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「あんなこと」も，「こんなこと」も 

『『『『エーデルブックのエーデルブックのエーデルブックのエーデルブックの成成成成せるせるせるせる技技技技』』』』    

 

 これまで，点図に挑戦されている方も多くいらっしゃると思います。点図を描くときに

欠かせないのが『エーデル』。2009 年秋に，『エーデル』は『エーデルブック（エーデル

VER.6.21・EBK ファイル）』にバージョンアップしました。追加された主な機能につい

て，すでに使用されている方のご意見，ご感想を交えてご紹介します。 

 

【【【【バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップに伴う主な変更点に伴う主な変更点に伴う主な変更点に伴う主な変更点】】】】    

 これまで，『BES（文章）ファイル』と，『EDL（エーデル図）ファイル』は，それぞれ

別のソフトウェアを使用して編集・保存しなくてはなりませんでした。しかし，『エーデル

ブック』では，どちらのファイルも開くことができ，かつ，ファイルを結合することも可

能です。また，ページが増減したとしても，図のページを簡単に移動・削除することがで

き，ページ付け等の煩雑な作業もスムーズにできるようになりました。 

ただし，『エーデル』はそもそも点図の編集ソフトですので，『エーデル』上で『BES フ

ァイル』の内容を変更することはできません。『BES ファイル』の修正・編集作業は，BES

の専用ソフトウェアを開いて行うことになります。 

  

 実際に使用した方から，次のような声が寄せられました。 

「今までは，文章（BES）と図（エーデル）を分けてレイアウトしなければならなかっ

たので，どうしても空白部分が多くなっていたが，空白箇所が減ることで全体のページ

レイアウトに無駄がなくなった」 

「ファイルの結合により，図と文章の混合するデータへのページ付けが簡単にできるよ

うになった」 

「BES データの方が点字がきれいに印刷される。そのソースデータが使えるため，点字

が安定して出るようになった。」 

 

【【【【編集に関す編集に関す編集に関す編集に関する便利な機能る便利な機能る便利な機能る便利な機能】】】】    

    １１１１．．．．サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル表示表示表示表示    

 エーデルブックは BES ファイルの他，複数の EDL ファイルを結合させることもで

きます。それらは，１つの EBK ファイルとして圧縮・保存されます。そのフォルダを

参照したい時など，ビジュアル的に一覧表示されますので，便利です。 

できたらいいな♪ 
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    ２２２２．．．．裏裏裏裏ページのページのページのページの点点点点のののの確認確認確認確認ができるができるができるができる    

両面ページを使って，図などを表現したい場合，表裏の点が重ならないように，裏ペ

ージに書かれている点の位置を確認することができます。これは，稀なケースではあり

ますが，複雑な編集をする時に便利です。 

 

    ３３３３．．．．アンアンアンアンドゥドゥドゥドゥ（（（（前前前前にににに戻戻戻戻るるるる））））・リ・リ・リ・リドゥドゥドゥドゥ（（（（アンドゥのアンドゥのアンドゥのアンドゥの取取取取りりりり消消消消しししし））））のののの回数回数回数回数にににに制限制限制限制限がががが無無無無いいいい    

削除してはいけない点を誤って消してしまった，という場合に，もう一度，修正前の

データに戻すことができます。しかも，１度のみならず，レビュー段階でデータに手を

加えなければ，さらに前のデータを呼び出すことも可能になりました。 

 

    ４４４４．．．．下絵下絵下絵下絵のののの利用利用利用利用    

この機能は，『エーデルブック（エーデル ver. 6.21）』より以前のバージョンから追

加されていますが，便利なのでご紹介します。 

「正確な位置に点を書きたい」，「フリーハンドで図を描くのは難しい」と言う場合に，

目安となる下絵をなぞって作図できるので，原本に近いグラフや地図が描けます。例え

ば，角度のことなる 3 角形を書きたい場合，下絵に分度器を取り込み，3 角形を描い

ていくことも可能です。 

 

    ５５５５．．．．そのそのそのその他他他他    

グリッド線（点の位置を示すスケールのようなもの）の変更がスムーズに行える，異

常接近点（点種にかかわらず，点と点の間が狭いところ）を検出してくれる，など，便

利な機能が追加されています。 

 

 最後に，このソフトはフリーソフトであり，少しずつシステムが改善され，その都度バ

ージョンアップされて来ています。そのため，まだまだ改善が期待される面も見られます。 

 例えば，ファイルの保存については，点訳者が，故意にファイル名の変更やファイル削

除をしていなくてもファイルが消えてしまうことがあるようです。おそらく，これはソフ

トのシステム上の不具合から来るものと思われますので，今後の改善に期待したいところ

です。 

 なお，エーデルに関する勉強会を各曜日で行っていますが，参加できなかった方，関心

のある方は以下のページをご参照ください。 

http://www.ntut-braille-net.org/EDEL-Web/ 
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『『『『逆境逆境逆境逆境をををを順境順境順境順境にににに』』』』    

――――これからのこれからのこれからのこれからの点点点点字製作係字製作係字製作係字製作係にににに求求求求められることめられることめられることめられること――――    

 

久保田
く ぼ た

 文
あや

（点字製作係主任） 

 

 点字製作係のボランティアの皆さま，いつも，視覚障害の方々のための点字本の製作に

ご協力くださいまして，本当にありがとうございます。皆さまの『視覚障害の方のお役に

立ちたい』という思いが，毎月，約 20 冊という当センターの蔵書を生み出してくださっ

ています。また，地域の小中学校，高校，大学に通う視覚障害児童・生徒の点字教科書を

送り続けられる原動力になっています。 

 今日は，皆さまに，情文が抱えている早急に解決しなければならない問題について率直

にお話しし，今後，私たちが目指していきたいと考えている事業方針について，ご協力の

お願いをしたいと思います。職員一同，点字製作係のすべてのボランティアの皆さまにご

理解いただき，一緒に歩いていただきたいと願っています。 

 

【新しい製作方針】【新しい製作方針】【新しい製作方針】【新しい製作方針】    

 今，私たちが頭を悩ませているのは，点字の蔵書の書庫についてです。肥後橋の新館に

は，残念ながら書架を入れるゆとりが無く，現在も，点字の蔵書は道頓堀ビルの１階に保

管され，発送作業も道頓堀ビルで行われています。道頓堀ビルは，賃貸費用の捻出が困難

なことから，２年後に撤収する計画になっており，蔵書を保管するための新たな場所を確

保しなければなりません。ですが，電動書架プラス点字本の重みに耐えられ，当センター

の蔵書をすべて収納できるスペースがあり，なおかつ私たちに支払える金額の物件を見つ

けることは，非常に困難です。会議を重ねた結果，①除籍できる点字の蔵書を選別し，２

年後にはできるだけ蔵書数を減らせるようにしておく。 ②新たに製作する点字の蔵書を減

らす。 ③蔵書を減らす代わりに，点字データ化しておく価値のある資料の点訳と，利用者

からのプライベート点訳サービスの強化に努める。という３つの方針が決まりました。 

 ですが，“②新たに製作する点字の蔵書を減らす。”を読んで，『もう私の仕事はなくなる

の？！』などと，ショックを受けないでください。蔵書というのは，あくまでも点字印刷

をし，製本した本のことです。点字データ化（パソコン点訳・校正作業）と，蔵書製作（打

ち出し・製本）は別物です。今までは，墨字本を点字データ化したものを，すべて蔵書に

していたということなのです。ですから，蔵書数が減ったとしても，ボランティアの皆さ

まの作業量が減ることはありません。皆さまが点訳したデータは，全国の点字図書館や視

覚障害の方々に利用されます。 

また，これらの方針は，決して消極的な解決方法ではありません。 

この後の『報告（P６～）』にもありますが，今後は『ないーぶネット』が進化して，ま

すますインターネットを利用したネットワークシステムが充実していきます。全国の点字
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図書館・ボランティア団体が，協力し合い，役割分担することで，大きな１つの図書館が

インターネット上に作られていくのだとイメージしてください。これからは，利用者への

情報提供サービスを一一一一
いち

点字図書館として完結させるのではなく，全国的な規模で構築して

いく時代になるのです。 

当センターは，当センターにしかできないサービスや事業展開をすることで，より利用

者の希望に沿った情報提供ができるようになるはずです。今が，逆境を順境に変えるチャ

ンスなのかもしれません。先述の①②③は，書庫の問題を解決しつつ，今後の当センター

の役割を模索していくための，前進的な方針だと考えています。 

 

【今後の選書の大きな柱】【今後の選書の大きな柱】【今後の選書の大きな柱】【今後の選書の大きな柱】    

これらの方針を受けて，今後，点字製作係がどのように動くべきか，今，職員が知恵を

出し合っています。点訳する具体的な資料・書籍名は選書委員会で決定されることになり

ますが，（A）いざという時にあれば便利だけれども，他の施設・団体はあまり着手しない

書籍・資料の点字データ化。 （B）確実に利用されるプライベート点訳の推進。 （C）教

科書・教材など，地域の児童・生徒の学習支援ツールの点訳の強化。の３つが，今後の大

きな柱となり，ここに，点訳技術講習会を修了したばかりの新人ボランティアさんなどの

レベルアップのための，（D）文芸書等の点字データ化 がイレギュラーな形で入ってくる

のではないかと思います。 

（A）（B）（C）のどれも“言うは易し，行うは難し”ですよね。今まで，職員もボラン

ティアの皆さまも，蔵書製作のための点訳作業に特化した点訳ボランティアの養成とスキ

ルアップを行ってきました。（A）は，必ずしも難解な点訳作業とは限らないと思いますが，

定期的に専門知識や技術向上のための勉強会が必要になりそうですし，（B）は製作のスピ

ードや校正回数など，依頼者の希望にあわせる臨機応変さが求められます。（C）の教科書

は，すでに多くの皆さまに携わっていただいていますが，短期集中で仕上げなければなら

ない作業ですので，もう少し安定した製作体制にしたいものです。 

ですが，『これまでに覚えた点訳・校正作業の方法が無駄になる』とか，『今さら違うや

り方を覚えるなんて，できるかどうか不安だ』とは，どうか思わないでください。私たち

は，蔵書のための丁寧な点字データ作りをしてきた情文の皆さまだからこそ，応用がきく

と考えているのです。 

私たち職員も，ボランティアの皆さまも，急に，何もかもを変えることはできません。

できるところから，焦らず，確実に一歩ずつ進んでいくしかないのです。そのためにも，

皆さまと，不安，疑問，情報，思いを共有していくことが大切です。今後は，作業体制や

作業工程について，新しい提案をさせていただくことがあると思います。皆さまもご質問

やご意見があれば，遠慮なく職員にお伝えください。どうぞ，変わらぬご支援・ご協力を

お願いいたします。 
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生まれ変わる『ないーぶネット』 

2010201020102010 年年年年 4444 月月月月からからからから『『『『サピエサピエサピエサピエ図書館図書館図書館図書館』』』』がスタートがスタートがスタートがスタート！！！！    
    

奥野奥野奥野奥野
お く の

    真里真里真里真里
ま り

（点字製作係職員）    

 

 全国視覚障害者情報提供施設協会（以下，全視情協）が運営する，点字データの書庫と

して，また点字・録音図書の書誌情報が登録されるネット図書館として親しまれてきた『な

いーぶネット』が，４月からパワーアップして生まれ変わりました。これまでの機能（点

字・録音図書の目録検索と，点字データのアップロード・ダウンロード）に加え，音声デ

イジー図書，テキストデイジー※１図書，マルチメディアデイジー図書のデータもアップロ

ード・ダウンロードできるようになります。その他にも，視覚に障害を持つ方の生活に役

立つ情報を提供する『地域生活支援』コーナーも付加されるなど，新たな総合ネットワー

クとしてスタートしました。この新しいネットワークシステムを総称して『サピエ※２』と

言います。『てんやく広場』から『ないーぶネット』，そして単なる図書館の枠に収まりき

らない総合ネットワーク『サピエ』へ。大変感慨深いものがありますね。 

先日行われた『サピエ・大阪研修会』から，『サピエ』の概要をご紹介します（一部，本

格稼動にはもう少し時間がかかるシステムもあります）。 

  ※１テキストデイジー：文字データを合成音声で読みあげていくデイジー形式のテキス

トデータ。再生には，テキストデイジー（デイジー規格 3.0）に対応したプレイヤ

ーが必要。 

※２サピエ：サピエンティア（ラテン語で「知恵」と言う意味）から名づけられた。 

 

【【【【これぞウェブ図書館システム『サピエ図書館』これぞウェブ図書館システム『サピエ図書館』これぞウェブ図書館システム『サピエ図書館』これぞウェブ図書館システム『サピエ図書館』】】】】    

 点字図書，音声デイジー図書，テキストデイジー図書，マルチメディアデイジー図書な

ど，多媒体の情報を管理し，各データのアップロードとダウンロード，目録検索，インタ

ーネット上での図書依頼などがスムーズに行えるようになります。 

利用者は，これまでは，点字図書は『ないーぶネット』，音声デイジー図書は『びぶりお

ネット』と，別々のホームページにアクセスし，ダウンロードしなければなりませんでし

たが，今後は『サピエ図書館』という１つのホームページに行くだけで，すべての図書を

利用することができるようになります。いわゆる「ワンストップサービスサイト」となる

わけですね。 

 

 

報 告 
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【【【【新時代の『図書製作支援』システム新時代の『図書製作支援』システム新時代の『図書製作支援』システム新時代の『図書製作支援』システム】】】】    

図書製作施設・団体向けに，インターネット上で製作担当者（音訳，点訳，校正者，管

理者等）や進捗状況の管理，データの受け渡しができる『図書製作支援』システムが稼動

します。これは，現在当センターの録音製作係が導入している『ウェブスタジオ・なにわ』

とよく似たシステムです。本格稼動にはもう少し時間がかかりそうですが，詳細がわかり

次第，改めてご紹介することにします。 

 

【【【【新たな利用者サービス『新たな利用者サービス『新たな利用者サービス『新たな利用者サービス『地域生活支援地域生活支援地域生活支援地域生活支援』』』』】】】】    

利用者に向けて，地元の生活に密着した情報（地域のお知らせ，スーパーのチラシ等）

や，福祉情報（イベント案内，ニュース等）を掲載し，活用してもらうシステムです。そ

の地域の施設が，地元の商店街，スーパー，新聞社等から情報を受け取り，『サピエ』にア

ップします。利用者は，自分が暮らす地域のリンクにアクセスすることで，その情報を読

むことができます。 

また，『地域生活支援』コーナーに掲載された記事は，音声で聞くこともできます。掲載

された記事のテキストを，『地域生活支援』システムに組み込まれた合成音声が読み上げて

いくのですが，この音声の再生に便利な『アクセシブルプレイヤー』というアプリケーシ

ョンを，利用者には無料でダウンロードしてもらえるようになっています。 

 

 このように，『サピエ』は全国の施設・団体が一丸となって，様々な情報を利用者に発信

して行く，大きなシステムとして誕生しました。ボランティアの皆さまには，これまでど

おり活動いただけると思いますが，ご不明な点などございましたら，職員までお問い合わ

せください。 

 

【『点字編集システム【『点字編集システム【『点字編集システム【『点字編集システム５（５（５（５（ＢＥＳＸＢＥＳＸＢＥＳＸＢＥＳＸ））））』について】』について】』について】』について】    

 最後に，バージョンアップした『点字編集システム』についてご紹介します。今回のバ

ージョンアップで『点字編集システム５』となります。通称，『ＢＥＳ
ベ ス

Ｘ
エックス

』。 

今回のバージョンアップは『サピエ』のシステムとは直接関係ありませんが，『図書製作

支援』の一環として開発されました。 

『点字編集システム５（ＢＥＳＸ）』の編集機能は，現在皆さまが使用している

『Win-BES』や『点字編集システム』と大きく変わるところはありません。ただ，これま

での編集機能に製作支援プログラムが付加され，下調べ，点訳，校正，伝言メモなどの記

録が点字データに添付できるようになります。これらの記録が添付された点字データは，

拡張子（bes データファイル『○○.bes』の『.bes』にあたる部分）が『.besx』となりま



 ８ 

す。必然的に，この besx ファイルが開けるソフトウェア同士でしか，やり取りができな

いことになります。つまり，『点字編集システム５（BESX）』で作成した，校正表付の『○

○.besx』ファイルは，『Win-bes』や『点字編集システム４』以前のバージョンでは開け

ません。besx ファイルをやり取りするパソコンには，すべて『点字編集システム５

（BESX）』がインストールされていなければなりません。『点字編集システム５（BESX）』

へは，『点字編集システム４』からバージョンアップできるそうです。 

besx ファイルの校正表は，図書が完成した後もデータで保存できますし，点字データで

校正作業のやりとりをしている施設・団体・グループでは有効に活用できる機能だと思い

ます。ただ，点字図書の製作方法は各施設・団体・グループによって異なりますので，『点

字編集システム５（BESX）』の機能が生かせるかどうかは，検討する必要があると思いま

す。 

 また，『点字編集システム５（BESX）』は，まだ完成版ではないということもあり，販

売・普及にはもう少し時間がかかりそうです。今後，新たな動きがありましたらお知らせ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２校正者の経験を聞く学習会を５月下旬を予定しています。詳細は８F

の掲示板でお知らせしますので，ご確認ください。 

連 絡 事 項連 絡 事 項連 絡 事 項連 絡 事 項    

 

 

 

３月 27 日に，平成 21 年度点訳技術講習会の修了式が行われました。９名の新人

点訳ボランティアの誕生です。 

順次，各曜日に分かれて活動を開始しますので，皆さま，どうぞよろしくお願いい

たします。新人さんたちのフレッシュなご挨拶は，次号に掲載します。 

おめでとうございます！ 


