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1. はじめに
調査の目的
今年６月、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享
受することができる社会の実現に寄与することを目的とした「視覚障害者等の読書環境の整備の推
進に関する法律（読書バリアフリー法）」が公布、施行され、視覚障害者等の読書環境の整備が一
層求められるようになった。
総務省では、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて、電子書籍のアクセシビリティを確保するた
めの調査研究を実施し、読み間違いのない音声読み上げに対応する電子書籍を制作するための手順
等を整理した「アクセシビリティに対応した電子書籍コンテンツ制作ガイドライン」の策定を実
施。平成 30 年度には、電子書籍のアクセシビリティ対応状況の調査を行い、EPUB、デイジー、オ
ーディオブックといった様々な電子書籍コンテンツのアクセシビリティや、電子書籍ストアやリー
ダーなど、電子書籍の流通・利用におけるアクセシビリティにおいて多くの課題があることを明ら
かにした。
電子書籍の普及や、スマートフォン等のアクセシビリティ支援機能として提供される音声読み上
げ技術の進歩により、障害者が多様な書籍を楽しめるようになってきつつある。しかしながら、こ
れら支援技術は「電子書籍のテキストデータを機械が読み上げる」ことにとどまっており、誤読が
あったり、読み飛ばしたりするなど、必ずしも障害者の読書ニーズを満たすものにはなっていない
実態がある。
こうした状況を踏まえ、障害者の読書におけるニーズ等を把握し、障害の種別等に応じた読書に
おける技術的課題等を調査することで、視覚障害者等の読書における課題等の解決に資することを
目的とする。
読書に困難がある障害者としては、視覚障害者（全盲・弱視、視野欠損、色弱等）のほか、本の
ページをめくったりタブレット端末を操作したりすることに困難がある肢体不自由者、知的能力及
び一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書き学習に著しい困難を抱
える障害であるディスレクシア等が挙げられる。国内において、これらの障害者は、表 1 に示すよ
うに 300 万人以上いると想定される。
表 1 読書に困難がある障害者数の推計（国内）

障害の種別や態様
視覚障害（全盲）

人数

出典等

18 万 8 千人 日本眼科医会による調査（2007）
「日本における視覚障害の社会的コスト（日本
眼科医会研究班報告 2006～ 2008）」『日本の
眼科｣ 第 80 巻 第 6 号(通巻 578 号) 付録（平成
21 年 6 月 20 日発行） 1

視覚障害（弱視）

144 万 9 千人 同上

1 身体障害者手帳を持っていない障害者を含めた推計のため、厚生労働省調査による数値よりも多い
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障害の種別や態様

人数

出典等

肢体不自由（上肢切

18 歳以上 92 万 厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成

断、上肢機能障害、脳

1 千人、18 歳未 18 年）より、読書に困難をきたすと思われる障
満 33,700 人 害がある人の人数を集計

原性全身性運動機能障
害、全身性運動機能障
害（多肢及び体幹））

58 万 5 千人

平成 24 年度文科省「通常の学級に在籍する発

（小中高校生を

達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要

対象とした推計

とする児童生徒に関する調査」によれば、「知

値）

的発達に遅れはないものの学習面で著しい困難

ディスレクシア

を示す」児童生徒の比率が 4.5%
小中高校生の人数は約 1300 万人
約 317 万 7 千人

合計

本調査では、これら障害者が容易に読書を楽しめるようにするため、障害者の読書の実態及び課
題を把握し、課題解決に求められる方向性を整理することとした。

調査内容
読書に困難がある障害者の抱える課題やニーズを明らかにするため、視覚障害者関連６団体、肢
体不自由者関連２団体、ディスレクシア関連１団体へのヒアリングを実施した。
表 2

障害の種別

団体名

や態様
視覚障害

ヒアリングを行った障害者関連団体

備考

社会福祉法人 日本視覚障害者団

読書バリアフリー法成立にお

体連合

ける関係４団体声明

社会福祉法人 全国盲ろう者協会

読書バリアフリー法成立にお

実施日
12/24
12/16

ける関係４団体声明
弱視者問題研究会

読書バリアフリー法成立にお

12/13

ける関係４団体声明
社会福祉法人 日本点字図書館

サピエのシステム管理

12/20

特定非営利活動法人 全国視覚障

サピエの運営

1/7

読書バリアフリー法成立にお

1/8

害者情報提供施設協会（全視情
協）
肢体不自由

認定 NPO 法人

DPI 日本会議

ける関係４団体声明
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社会福祉法人 日本肢体不自由児

1/23

協会
ディスレク

認定 NPO 法人

EDGE

2/10

シア

また視覚障害者の読書を支援する製品を提供している事業者や、視覚障害者支援のための先進的
な技術開発を手掛けている事業者を対象として、ヒアリングを実施した。
表 3

種別
視覚障害者向け読書

ヒアリングを行った事業者・研究者

対象者

備考

株式会社ケージーエス

支援機器提供事業者
視覚障害者向け読書

点字ディスプレイ ブレイル

実施日
2/28

メモスマート等の開発・提供
有限会社サイパック

スマートフォン用デイジー図

支援機器提供事業者

3/6

書リーダーアプリ「ボイス
オブ デイジー」開発・提供

視覚障害者向け読書

シナノケンシ株式会社

支援機器提供事業者
電子書籍関連団体

デイジープレーヤー「プレク

3/6

ストーク」開発・提供
AI を活用した PDF からの

日本電子出版協会

3/9

EPUB 制作に関する研究開発
アクセシビリティ

IBM 東京基礎研究所

ウェブアクセシビリティ等の
研究開発
視覚障害者の行動を支援する
AI スーツケースの研究開発

3

3/12

2. 障害者の読書に関するニーズ・障壁等の調査
障害の種別や態様による、障害者等の読書の実態
障害の種別や態様に応じた読書の手段として、表 4 に示すような書籍、読書支援機器、支援策が
提供されている。障害に応じた読書の方法に関する調査では、これら様々な読書支援機器、支援策
がどの程度利用されているのか、またそれらの利用に際して障害者がどのような課題を感じている
かについて、障害者や支援者から具体的に話を伺い、その内容を整理し取りまとめた。
表 4 障害の種別や態様に応じた読書の手段

障害の種

読書の手段

概要

別や態様
視覚障害

点字図書

書籍の内容を点字化した書籍。
点字図書館等で、ボランティア等によって制作される。

録音図書

書籍の内容を読み上げた音声データと、書籍の構造を持っ

（録音デイジー図

たもの。点字図書館や公共図書館等で、ボランティア等の

書）

協力を得て制作される。
CD で配布されるほか、サピエ図書館等の視覚障害者向け
電子図書館からデジタルデータをダウンロードすることも
できる。
近年は、デイジー形式（音声デイジー図書・マルチメディ
アデイジー図書）で制作されることがほとんどである。

テキストデイジー

書籍の構造（目次、章立て等）を持った電子テキスト。マ

図書

ークアップされたテキストファイルに、書籍の構造と図書
の全文のテキストが含まれる。音声ファイルはない。
サピエ図書館等の視覚障害者向け電子図書館からデジタル
データをダウンロードすることもできる。

マルチメディアデ

テキストと音声を組み合わせ、読み上げ部分をハイライト

イジー図書

しながら聞くことができる書籍。書籍の構造（目次、章立
て等）を持っているため、読みたい場所にすぐに移動する
ことができる。
CD で配布されるほか、サピエ図書館等の視覚障害者向け
電子図書館からデジタルデータをダウンロードすることも
できる。

拡大図書

弱視者等を対象として、サイズの大きなフォントで印刷さ
れた書籍。
出版社が発行するほか、ボランティアによって制作される
こともある。
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障害の種

読書の手段

概要

別や態様
拡大読書器

弱視者等を対象として、カメラで撮影した映像をモニター
に大きく表示する読書専用のビデオ機器。
紙面をそのまま拡大表示するだけでなく、コントラストを
協調した白黒表示、白黒反転表示等を行える機器もある。

読上げ読書器

カメラで撮影した映像の中の文字情報をテキスト化し、音
声信号に変換して読み上げる装置。

PC・タブレット

iOS、Android OS 等に用意されたアクセシビリティ支援機

端末・スマートフ

能を用いて、購入した電子書籍を音声で読み上げる方法。

ォン等による電子

電子書籍リーダーアプリがアクセシビリティ支援機能に対

書籍の音声読み上

応している必要があり、また電子書籍もテキストデータを

げ

持っている形式（リフロー型）であることが必要。

オーディオブック

声優等が書籍を朗読し、録音した「耳で聞く書籍」。
CD 等のパッケージで提供されるほか、データをダウンロ
ードし、PC やスマートフォン等で利用する形でも提供され
ている。

ボランティア等に

公共図書館等で、ボランティア等が視覚障害者の読みたい

よる朗読

本を朗読する方法。

パソコン用スクリ

パソコンの画面読上げソフトを用いて、青空文庫等 DRM

ーンリーダーによ

のかかっていないテキストを読み上げる方法。

る読み上げ
肢体不自

ページめくり機

由

書籍のページを機械でめくることにより、肢体が不自由な
人が読書できるようにする機器。
リモコンボタンや、呼気・音声・ビッグボタンといった入
力支援装置を用いて操作することができる。

音声デイジー図書

視覚障害者向けの説明と同じ

パソコン用スクリ

視覚障害者向けの説明と同じ

ーンリーダーによ
る読み上げ
ディスレ

マルチメディアデ

テキストと音声を組み合わせ、読み上げ部分をハイライト

クシア

イジー図書

しながら聞くことができる書籍。書籍の構造（目次、章立
て等）を持っているため、読みたい場所にすぐに移動する
ことができる。
CD で配布されるほか、サピエ図書館等の視覚障害者向け
電子図書館からデジタルデータをダウンロードすることも
できる。
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障害の種

読書の手段

概要

別や態様
LL ブック

識字障害者、知的障害者や母語を異にする人など読むこと
が苦手な人のために、読みやすいように工夫して作られた
本。やさしめにわかりやすく書かれた文章、絵記号（ピク
トグラム）、イラスト、写真などを使って作られている。

2.1.1. 視覚障害者
障害の種別や態様
現在、国内には障害者手帳を持つ視覚障害者が 30 数万人存在している。５年ごとに厚生労働省
（以下、厚労省）が調査しており、調査年によって 30～35 万人で推移している。ただし日本眼科
医会による調査では障害者手帳を持っていない人を含めると 160 万人以上いると推定されている。
表 5

身体障害者障害程度等級表における視力障害認定基準

級
１級

障害の状態
視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について
は、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）が 0.01 以下のもの

２級

（1）視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの
（2）視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
（3）周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。以下同じ。）の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中
心視野角度（Ⅰ／２ 視標による。以下同じ。）が 28 度以下のもの
（4）両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの

３級

（1）視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの（２級の２に該当するものを除く。）
（2）視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
（3）周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
（4）両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

４級

（1）視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの（３級の２に該当するものを除く。）
（2）周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下のもの
（3）両眼開放視認点数が 70 点以下のもの

５級

（1）視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの
（2）両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの
（3）両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
（4）両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ 100 点以下のもの
（5）両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

６級

視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上 0.6 以下かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの

※ 身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）厚生労働省
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視覚障害は高齢になってからなる人が多く、厚労省の調査でも 65 歳以上の視覚障害者が７割程
度を占めている。また失明原因の１位は緑内障、２位は糖尿病網膜症ということを考えると、加齢
による理由が大きい。
弱視者については、光がわかる程度（光覚）、目の前で手を振っているのが見えるレベル（手動
弁）、目の前での指の数がわかるレベル（指数弁）といったレベルがあり、その次に裸眼視力 0.01
という人に区分できる。手動弁や光覚の人は、全盲というのか弱視といってよいか難しいレベルで
あり、また実際には、視力 0.01 では文字を読むことは困難との指摘がある。
盲ろう者については、障害者手帳を持つ方が 14,000 人いる。うち 65 歳以上が 7～8 割で、高齢
者が多い。また盲ろうの場合、もともと視覚障害があり、途中から聴覚も失われてきた場合や、そ
の逆で、もともと聴力がなく、途中から視力が低下、または失った場合、盲ろう者として新たに障
害者手帳を取得することのメリットがあまり理解されていない。このため、盲ろう者としての障害
者手帳を取得していない人も含めるともっと多くの盲ろう者がいることが想定されている。
また視覚障害者のうち、点字を常時利用する人は視覚障害者の 10％であり、約 3 万人程度の点字
利用者がいると想定されている。
よく利用している読書手段
視覚障害者が利用可能な読書手段としては、点字図書、デイジー図書（音声デイジー、テキスト
デイジー、マルチメディアデイジー）など視覚障害者向けに提供される書籍に加え、一般の書籍を
拡大したり、OCR にかけてテキスト化して読上げたりする方法もある。また図書館等で対面朗読を
してもらうといった読書手段もある。
読書に親しんでいる人は、特定の読書手段に限定せず、様々な読書手段で読書をしている。その
中でもデイジー図書を利用している人が多いが、点字で日常的に読書をしている人、あるいは学習
のために一文ずつ、あるいは一語ずつ確認しながら読むために点字で読書をする必要がある場合も
あり、点字の重要性は強く指摘されている。
一方で、障害の特性や視覚障害になった年齢等により、読書手段が限定されている人もいる。ま
た視覚障害者向けに提供されている書籍は通常の書籍に比べて少なく、またジャンル等に偏りがあ
ることから、必ずしも視覚障害者が希望する読書手段で読書できていないことが指摘されている。
電子書籍については、スマートフォン等で読み上げが可能なものも増えてきており、利用が進ん
でいることが期待されるが、現状ではあまり利用されていないとの声が多かった。


いろいろな媒体を使って読書をしている。最近はそれほど多くはないが、墨字の本を書店で
購入したり図書館で借りたりして読むこともある。大多数を占めているのが点字印刷され
た点字の本、それから音訳されてデイジー化された本。デイジーの場合は CD で聞く場合も
あり、サピエ図書館からダウンロードしたものを聞く場合もある。電子出版はそれほど利用
したことがなく、日常的に使っているわけではない。また、図書館の対面朗読とかで墨字の
本を晴眼の方に読んでもらうこともある。（全盲）



中途失明の場合は、ほとんどデイジー図書を利用していると思う。（全盲）
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録音か点字かは、8：2 ぐらいで録音のほうが多い。また冊子としての点字図書の利用につ
いては、統計ではこの 15 年ほどで半数以下に減っている。ただし、学生は特に点字を利用
するので、点字の利用が少ないというのは違う。
（日本点字図書館）



電子出版はそれほど利用したことがなく、日常的に使っているわけではない。（全盲）

主な読書の場所や読書の時間帯については、点字図書、音声デイジー図書が電子化されており、
携帯可能な読書用デバイスを利用して読むことができるようになっているため、視覚障害者も一般
の人と同様に、様々な場所、時間帯で読書を行っている。
読みたい本を探し、入手するための手段としては、サピエ図書館も利用されている。サピエ図書
館は視覚障害者を中心とした障害者の読書に特化しており、点字や各種デイジー図書を多様な方法
で無償で貸し出しており、まずはサピエ図書館で読みたい本を探すという声も多い。


自宅でダウンロードし、自宅又は移動中に利用という形が多い。



図書館での対面朗読は、製品の取り扱い説明書、旅行のガイドブック、学習用のテキストな
ど、デイジー図書になっていないものを読んでもらうために利用。

視覚障害者における読書の位置づけ
視覚障害者において読書することには様々な理由・目的があるが、主なものとしては多様な情報
の入手、娯楽、学び、といった点が挙げられる。読書量については、まったく読書しない視覚障害
者も多いが、一部の人で、月に数十冊以上も読む例もある。読書のスピードについても、音声デイ
ジー図書を利用する場合は、晴眼者が墨字の本を読むのと変わらない、あるいはそれ以上に早く読
むことが可能である。


読書する量は人による。読書好きだと月に 40～50 冊読む人も。
（全盲）



盲ろう者には本を読むくらいしか楽しみがない人もいる。ラジオやテレビは聞けない、話し
相手もいない、だから本を読むくらいしかない。
（盲ろう）



デイジー図書では新書程度の分量で数時間～10 数時間程度の読み上げ時間。



墨字の書籍は拡大読書器なり対面朗読を使わないと読めないので、時間を作るしかないが、
デイジー図書、
点字の冊子などについては、自分が読書できる場所をいくつか確保している。
移動しながら読める場所と、落ち着いて固定した場所で読めるところ。デイジーの場合はプ
レーヤーに入れればいいだけなので、ものすごく急ぐときは通勤時間に聞いたりすること
もある。（全盲）

就学年齢の視覚障害者や、資格取得を目的とした人など、学習目的で読書する人も多い。しかし
ながら教科書や参考書など、学習に必要であっても、視覚障害者が利用できるデイジー図書や点字
図書として提供されていない書籍が多数存在していることが指摘されている。特に専門性の高い書
籍や、学習用図書（大学用教科書、学習参考書等）が視覚障害者向けに提供されていないことが大
きな課題となっている。
8



勉強で本を読む必要がある人はいるが、学習参考書、専門書等、必要な本が読めるようにな
っていないことが多い。
（全盲）



圧倒的に参考書、専門書、問題集の分野の手当が足りていない。中学生、高校生はかろうじ
て教科書は対応しているが、専門書・問題集は全然対応できていない。（教師、弱視）



大学生になっても、みな教科書問題がある。



専門書となるといろいろな媒体を使うことが多い。専門書となると点訳、音訳されているも
のが限られてくるため、
対面朗読や、
墨字の本をたとえば拡大読書器で読むという形になる。
（弱視）



すこし前まであんま・はり・きゅうの関連の仕事をしており、それの専門書とか関連する資
料を読むことが多かったので、興味のあるものは買って、プライベートで音訳してもらって
いた。非常に優秀な音訳の方がいて、時間はかかるがその方にお願いして、出来上がったも
のをデイジーで聞いていた。雑誌や週刊誌などであんま・はり・きゅう関連の記事があると
きはスキャンしてテキストにして読むこともある。
（全盲）



拡大図書は点数が少ないので、拡大読書器を利用する人が多い。
（盲ろう）

また楽しみのために読書する人にとっても、話題になっている新刊書が読めるようになるまで時
間がかかり、読みたいときに読むことができないといった点も指摘されている。


私が読みたい小説とかライトノベル、漫画のようなものは少ない。デイジーだけでなく、電
子書籍でも少ない。このため、プライベートサービスに出して点訳するのが一番いい。（全
盲）



サピエも圧倒的に文芸書が多く、児童書は少ない。幼児、児童が聞けるものが少ない。視覚
障害者の人数のバランスを見ると圧倒的に高齢者が多いが、児童書とか参考書、問題集は違
う次元で考えていただきたい。
（弱視）

読書手段毎の利点、不満点
視覚障害者は様々な読書手段を利用しているが、それぞれについて優れた点、不満点が指摘され
ている。利用が多い読書手段は点字図書、録音図書（音声デイジー図書）、テキスト（テキストデ
イジー）が挙げられ、これら及びその他の読書手段について、それぞれ利用方法、優れた点、不満
点が以下のように指摘されている。
点字図書
点字図書は、以前は紙で提供されていたが、最近では点字ディスプレイが利用できるようになっ
たため、入手性や携帯性、様々な場所での可読性が大きく向上している。点字になっている書籍が
少ないという課題については、既存の点字図書でなく、個別に点訳してもらい、それを読むといっ
た場合もある。
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主にサピエから点字データをダウンロードして、端末（ブレイルセンス）に入れて読んでい
る。それが一番手軽。紙に印刷された点字の本も読むことはあるが、何冊にも分かれたり、
分厚くなったりしてしまう。この端末であればこれ 1 つ持っていれば読める。（全盲）



点字ディスプレイでは、1 行ごとに表示させて読むことができる。それら機器を持っていれ
ば、相当のデータが入る。点字というのは墨字書籍の 1 冊が、点字にすると 5 冊にも 10 冊
にもなってしまう。データだと大容量なので、それと比べれば持ち運びが楽になった。（弱
視）



社会問題を扱った書籍などはほとんどサピエにはないので、それらは点訳に出してブレイ
ルメモで読む。じっくり読みたいので、何日もかけて読んでいる。
（全盲）



専門書、あとは国家試験のための参考書を点訳してほしいというニーズがある。これは試験
の時期が決まっているので、いつまでにこの本を点訳してほしいというリクエストがくる
が、内容（点訳化）が難しいなど、要望に応えられない場合がある。
（全盲）

音声デイジー図書と比較した点字図書のメリットとして、騒がしい環境でも読書ができることが
指摘されている。また音声の場合は聞き流してしまったり、前に戻ったりすることが難しいため、
学習のために読書する場合など深い理解が必要な場合は点字での読書が望ましいという意見が強
い。


デイジーの場合ボリュームを上げると耳に負担がかかるので、電車の中では極力デイジー
は聞かない。点字の場合は、いったん読み始めるとその世界に入り込んでしまうので、移動
するときは点字が多い。



点字というのは非常に有用で確実な情報伝達手段。点字データを読むだけではなくて、通常
のテキストを点字にリアルタイムに変換して読むことで、かなり理解が深まる。
（点字図書
館）



音声合成で読む、ピンディスプレイで読む、いい点訳者が点訳したものを読む、それぞれの
違いは、例えば音声合成で読んだ場合はストーリーは追えるが、例えば技術書の XML のコー
ドの部分が分からない、ピンディスプレイの変換で読むと書式の部分がぐちゃぐちゃにな
り、また図等がわからない、それに対していい点訳者が点字・点図にもしてくれたものを読
んだら、詳細までよく理解でき、原本の細かいミスまで見つけることができた、といったよ
うに、詳しく正確に読むためにはそれに適した読書手段が求められる。特に、図に対応でき
るのはやはり点字。
（全盲）

一方、点字図書は習熟者が少ない、他の読書手段と比べて読むのに時間がかかってしまうといっ
た課題が指摘されている。また、点字を習得することの困難さが指摘されている。ただし点字のみ
でしか情報へのアクセス手段がない盲ろう者など、多様な読書手段の提供が必須であることが強く
主張されている。


全盲ろうの方は点字しかアクセス手段がない。目が見える人は拡大文字等で読書している。
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また盲難聴の場合は聴力に応じてだが、デイジー録音図書を利用している。大まかにいうと
この 3 つに分類できる。
（盲ろう）


先天的に近いような、かなり幼少期から全盲で、点字に慣れ親しんでいる人達は点字を読む
スピードもそれなりに速く、
すらすら読める。
点字に切り替える時期は中学生の場合もあり、
また高校生、社会人の場合もあり、年齢も 40・50・60 代など幅広いが、ある一定の年齢に
達した後に点字に切り替えた人は、ある程度のスピードまでは速くなるが、先天盲の方のよ
うにスラスラと点字を読めるようになる、とはいかない。（全盲）



点字教室は中途失明が多い。ただ中途で障害を負った方の場合、中には障害受容のひとつと
して点字を勉強する方もいらっしゃるが、それよりは残された視機能を活用したいという
方のほうが多い。今はロービジョンケアもそういう方向になっている。点字の習得は脳の回
路を新たに開くようなものなのでなかなか難しい。
（弱視）



点字に習熟してない人は、習熟に手間と時間がかかってしまう。習熟したとしても読む速度
が遅ければ時間がかかるという課題が中途失明者には当然ついてまわる。
（全盲）

音声デイジー図書
視覚障害者の読書手段として、音声デイジー図書が最も多く利用されている。以前は点字図書館
や公共図書館等からカセットテープや CD で貸し出されていたが、現在はこれらメディアの貸し出
しよりもサピエ図書館等からのダウンロードによる貸し出しが主流になっている。また音声デイジ
ー図書を読む機器については携帯可能なデイジープレーヤーが広く利用されているほか、スマホア
プリであるボイス オブ デイジーなどが登場している。
携帯型のデイジープレーヤーやアプリにより、視覚障害者の読書環境が大きく改善されている。


デイジープレーヤーがあれば通勤途中に読む人もいるし、旅行中の新幹線の中とかで聞く
こともあるし、在宅で読むこともある。
（弱視）



デイジープレーヤーもポータブル化されており、最近ではボイス

オブ

デイジーのアプ

リを iPhone にいれている人も増えてきており、暇さえあればどこでも聞ける状況にはなっ
てきている。
（弱視）


時代小説は音声デイジーがいい、これはセリフがあるからやっぱり肉声がいいと思う。（弱
視）

録音デイジー図書については否定的な意見は少ないが、聴覚への悪影響を気に掛ける声がある。


耳は大切にしないといけない。数年前からスクリーンリーダーでずっと聞いていた方が難
聴になるケースが増えているという話を聞いたことがある。
（全盲）

テキストデイジー図書
テキストデイジー図書を利用する場合は、合成音声を利用して読上げるか、点字ディスプレイを
用いて点字化して読む形になる。合成音声については近年高品質化が進んでおり、違和感が少なく
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なっていると評価されている。誤読については、迅速な情報の入手を重視する人はある程度容認し
ているが、読書自体を楽しんでいる人の中には抵抗感を持っている人もいる。
テキストデイジー図書を点字にして読む場合も、点字図書を作成するよりも早期に対応できるこ
とから、迅速な情報入手という点で評価されている。


テキストデイジーを読むために、サピエ図書館を利用している人の多くはプレクストーク
というデイジー再生器を使っている。合成音声が入っており、とにかく情報がほしいという
方にはよい。またボイス オブ デイジー は 11 種類の合成音声が入っている。最近の合成
音声は割と人間の声に近く、かなり自然に聞ける。ボイス オブ デイジー はそうした意
味でも、特に弱視者の方にはかなり使われていると思う。（全盲）



テキストデイジーを合成音声で読む方で、誤字脱字を気にするかどうかは人による。ただ内
容が理解できるからそれでいいという方もいて、大きく分かれている。またうちでは一部合
成音声の図書を受け入れているが、これも内容が分かればいいという方もいれば、もう 2 度
とああいったものは受け入れないでほしいという声もある。
（全盲）



以前は点字図書の制作依頼だっただろうというものが、テキストデータやテキストデイジ
ーで制作してほしいという要望に変わってきている。点字図書にするには時間がかかるの
で、テキストやテキストデイジーであれば本を裁断してスキャンして OCR かけてというよ
うに作業するので、点字図書と比べると早くできる。（全盲）

拡大図書
拡大図書については、利用可能なタイトル数が少ないため、視覚障害者の読書手段としてはあま
り評価されていない。また物理的にかさばるため、使い勝手もあまりよくないことが指摘されてい
る。


拡大図書は点数が少ないので拡大読書器を利用する人が多い。また電子書籍を使う人なら
パソコン上の拡大ソフトを使う人もいる。（盲ろう）



拡大図書は圧倒的に数が少ない。ほとんど普及してない。
また弱視者に郵送する必要があり、
郵送費がかかるのでほぼ出来ない。点字や録音図書は無料で郵送できるが、拡大図書は有償
での郵送。相手が寝たきりの人ディスレクシアの人でもコストがかかる。点字やデイジーの
郵送は無料で送ったり戻したりできるが、拡大図書にはその仕組みがない。拡大図書は圧倒
的に数が少ないうえ、図書館とのやりとりに問題がある。（弱視）



拡大図書については、個人によって読みやすい字体の問題もある。最大公約数としては 22
ポイントのゴシック体というのがあるのだが、それに合致しない人もいる。
（弱視）

電子書籍
電子書籍については、視覚障害者に認知はされているものの、実際に利用している人は少ない。
電子書籍の問題として、すべての電子書籍か音声読み上げ可能なわけではなく、固定レイアウト型
の電子書籍が読み上げ対応しておらず、また購入時にその本が読み上げ可能かどうかわからない場
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合があることが指摘されている。さらに、電子書籍では図表や数式の読み上げが適切になされない
場合も多く、視覚障害者の読書ニーズを満たせていないとの指摘も上がっている。


電子書籍は使っていない。
使い勝手が悪いなどの理由ではなく、単純に使うきっかけがない。
(弱視)



一度サイトにアクセスしたが、本が画像ファイルで読めなかった経験がある。（全盲）



電子書籍については、体験している視覚障害者が少ないので、イベント等で体験会などがあ
ってもよい。電子書籍だけでなく、スマホの使い方も同様。
（全盲）



私が受験生だったころは点訳ボランティアに依頼して参考書などを点訳してもらっていた
が、現在電子書籍では数式等がきちんと読み上げできるのか気になる。（全盲）

点字図書やデイジー図書は視覚障害者に対して無償で提供されているのに対し、電子書籍の場合
は有償で購入する必要があることについて、費用面での負担を懸念する声と、有償で構わないので
読みたい本を早く（墨字の本と同じタイミングで）読みたいという声の両方がある。


今のご時世どこまで本にお金をかけるのか、一冊二千円、三千円の本を月に５，６冊買って
いる人が多いかというとそうでもない。電子ブック、電子書籍やオーディオブックは正直一
回読むと二回目はあまり読まない。となると一冊が 1600 円といわれると、図書館やサピエ
で借りられないかと思う。
（弱視）



サピエで読みたい本が登録されていないとき、サピエから入っていって、
（電子書籍ストア
に行って）購入もできるというのがいいかなと思う。電子書籍ストア側も、ウェブサイトを
視覚障害者も使えるようにしてほしい。(全盲)

オーディオブック
オーディオブックも利用されているが、声優が情感を込めて朗読していることについて、読書と
は別の体験として受け止められている面もある。また電子書籍と同様、費用面での負担を懸念する
声もある。


電子書籍にもオーディオブックや、Kindle のような文字データを VoiceOver で読めるもの
も結構あり、視覚障害者の中でもオーディオブック、サピエにない書籍を俳優がかっこよく
読んでいる物を利用し始めている人はいる。
また Kindle 等で読み上げ可能な書籍を購入し、
VoiceOver で読んでいる方もいる。
（弱視）



個人的な見方だが、オーディオブックは自分としては読書に入れていない。俳優を使って、
かなり演出が入っていたりする。読書は自分で世界観を作るもので、それは全く抑揚がない
合成音声で聞いていても自分の中で世界を作ることはできる。だからオーディオブックは
自分としては、読書を邪魔されているという感じがする。もちろん楽しめるが、読書とは別
物と考えている。
（全盲）
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ジャンルごとに適した読書手段の違い
読む書籍のジャンルによって、適した読書手段が異なるとの意見があった。文芸書については肉
声での読み上げを好む意見がある一方、単に情報を入手することを目的とした場合には感情がこも
っていない合成音声の方がよいとする意見がある。また小説についても、自分の中でイメージを膨
らませたいため、朗読者の色がついていない合成音声の方が良いとする声もある。
また、学習のために読書する場合には、1 文字ずつ確認するなど、細かく読む場所を指定できる
ため、点字やテキストデイジーで読みたいという声が強い。


小説みたいなものは肉声に勝るものはない。一方で論説は合成音声での方が速いし、それで
克服できる。
（全盲）



参考書・専門書はテキストベース。これは合成音声で読み上げで、パソコンベースで 1 行上
がって下がって 1 文字ずつ確認することもある。つづりを確認したりする読み方が必要に
なるので、テキストベースが適している。
（全盲）

サピエ図書館に対する評価
視覚障害者のうち、点字図書館等の利用登録者は約 8 万人おり、またオンラインで点字図書やデ
イジー図書を貸出できるサピエ図書館の利用者は 1 万 6942 人（2016 年）いる。視覚障害者全体に
おける利用者比率はそれほど高くないが、日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情
報提供施設協会が運営を行なっており、視覚障害者向けの読書支援において重要な役割を担ってい
る。サピエを使い慣れている人は、読みたい本があるときはまずサピエで検索し、なければ他の手
段で読書するといった手順を取るといった流れになっている。


本を探すときは、まずサピエであるかどうか確認して、なければ点字図書館とかにも調べて
もらい、それでもない場合は墨字の本を書店で探す。急ぐものの場合は見える方に読んでも
らい、急がない場合はプライベートサービスで制作してもらって、3 か月ぐらいかかってし
まうが、それで小説を読んだりする。（全盲）



趣味の範囲でいうと、新刊案内を見ながらサピエで探してデイジーで読むことが多い。（全
盲）

ただしサピエに登録されている書籍は文芸書、小説等が多いため、情報入手や学習のためにはサ
ピエ図書館だけでは十分にニーズを満たせないことが指摘されている。またサピエに登録されてい
る書籍には内容に関する情報が少ない場合もあり、自分の読みたいものであるかどうかわかりにく
いという指摘もある。


社会問題を扱った書籍などはほとんどサピエにはないので、それらは点訳に出してブレイ
ルメモで読む。じっくり読みたいので、何日もかけて読んでいる。（全盲）



サピエの点字データはダウンロードしないと読めないという話があったが、キーワードで
検索しても中身がよくわからないこともあり、概要がないものも問題。サピエ側の手間は増
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えるが、
もう少し紹介がしっかりしているとダウンロード率も上がるのではないか。
（全盲）
読書におけるニーズ・課題等
視覚障害者の読書におけるニーズ・課題として、IT リテラシー、視覚障害者向け書籍の提供体
制、ジャンルや提供形態の偏り等が指摘されている。
IT リテラシー
デイジープレーヤーやブレイルセンス（点字ディスプレイ）といった視覚障害者向け読書支援機
器や、スマートフォンなど読書に使える汎用的なデバイス、あるいはサピエ図書館へのログインや
貸出といった IT 機器の操作については、IT リテラシーの高い一部の利用者はそれらを使いこなし
て読書を楽しむことができているが、多くの視覚障害者にとっては大きな障壁となっていることが
指摘されている。


電子機器の操作性については、初心者、高齢者にはデイジーでさえ習得が難しい。とにかく
ＩＤ・パスワードで引っかかって、それが終わったあとも検索で引っかかるなど、読書にた
どり着くまでに障壁が多い。
（全盲）



点字図書館利用登録者のうちサピエの利用登録をしている方は 6 割で、4 割の方はサピエを
利用できない。このような方にはこちらでサピエからデータをダウンロードして、SD カー
ドなどに保存してお送りするサービスを提供しており、かなり好評である。
（日本点字図書
館）

視覚障害者向け書籍の提供体制
視覚障害者向けの点字図書や録音デイジー図書、テキストデイジー図書等は、ボランティアの支
援によって制作されている。しかしながらボランティアの多くは主婦層で高齢化が進みつつあり、
新しいボランティアの方の参加も少ないことから、ボランティアに頼った制作体制が維持できない
との危機感がある。
また、オンラインで提供される視覚障害者向け書籍は、サピエ図書館の他全国の公共図書館や国
立国会図書館等からも提供されているが、サピエから国会図書館のコンテンツをダウンロードやス
トリーミングで利用できる一方、国会図書館からサピエのコンテンツを検索できるが、利用はでき
ない状況であることから、国内の特所障害者向け書籍を横断的に検索・利用できるような仕組みが
求められている。


デイジー図書を作成するボランティアが高齢化し、減ってきているため、テキストデータを
活用した合成音声、点字図書の作成、文字拡大などへの対応が求められる。



国会図書館とサピエ図書館を連携し、両方の蔵書をワンストップで利用できるようになる
と望ましい。



デイジー図書の作り手が減っていることも大きな課題。音訳ボランティアさんが減ってい
るという話をしたが、デイジー図書を編集する編集者もボランティアが携わっている。ボラ
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ンティア頼みの状況を、国が主導して、就労へつなげる仕組みづくりが必要だと思う。ボラ
ンティアさんが高齢化してきていて、このままいくと 10 年後くらいにはデイジーとか EPUB
の本を作れなくなる。それを、高齢者がリタイアした後の就労の受け皿として国が予算を立
てれば、腰を上げる人もいるかもしれないし、障害者自身がデイジーの制作を就労につなげ
たいという声もある。実際に、寝たきりの障害のある人がデイジーを制作して就労につなげ
ているところもある。音訳図書の制作に関する費用負担を国が面倒みるというのは非常に
大きい。
視覚障害者向け書籍のジャンルや提供形態の偏り
視覚障害者向け書籍については、点字図書が最も多く、拡大図書は非常に少ないという課題が指
摘されている。またジャンルについても、文芸書（小説）が多く学習用図書や実用書が少ないな
ど、必ずしも視覚障害者のニーズに沿って供給されているとは言えない状況にある。


日本の読書バリアフリーの問題は視覚障害者、特に全盲を中心に手当が進んできていたた
め、弱視対応の拡大文字等の対応が不十分な状況である。
（弱視）



ジャンルで足りていないのは、児童書。これはデイジーも少ない。意外とサピエの中で人気
があるのは時代小説。
（弱視）



専門書、あとは国家試験のための参考書を点訳してほしいというニーズがある。これは試験
の時期が決まっているので、いつまでにこの本を点訳してほしいというリクエストがくる
が、内容（点訳化）が難しいなど、要望に応えられない場合がある。
（日本点字図書館）

費用負担
視覚障害者はサピエ図書館や点字図書館を利用することにより、無償で読書することができる
が、点字ディスプレイやデイジープレーヤーなどの機器を購入することが必要となる。これら機器
は市場が限られていることもありかなり高額なため、助成金がないと購入することが難しい。また
一度購入すると一定期間（例えば６年間など）は同様の助成金を使えないため、機器の更新等が難
しいという課題もある。


デイジープレーヤーは、そもそも視覚障害者の 1 級と 2 級にしか補助がない。このため視
覚障害者 3 級以下の人やディスレクシアなど識字害の人はほぼ買えない。高い製品は 8 万
以上、安いもので 4 万円はするので購入には勇気がいる。ボイス オブ デイジーなら 3100
円でアプリを買えるので、これからはこれが伸びてくると思っている。端末入手の問題は大
きい。
（弱視）

2.1.2. 肢体不自由者（上肢障害）
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障害の種別や態様
肢体不自由とは、四肢または運動機能に障害があることをいい、「平成 18 年度身体障害児・者
実態調査結果」（厚生労働省）では 18 歳以上の肢体不自由者数は 176 万人となっており、身体障
害者全体数の約半数（50.5％）を占めている。そのうちの 6 割、約 108 万人弱が 65 歳以上であ
る。高齢者の場合、骨関節疾患、あるいは脳溢血などの脳血管障害により、肢体が不自由になる場
合が多い。また交通事故や労働災害などの事故により肢体不自由者となった人は 28 万 4000 人であ
り、肢体不自由者の約１／６を占めている。
若年層では、脳性疾患に起因する場合が最も多く、筋原性疾患、脊推脊髄疾患、代謝性疾患、骨
系統疾患といった原因が続いている。脳性疾患や筋原性疾患では知的障害等の合併症が見られるこ
とが多い 2。
これら肢体不自由者のうち、読書に支障となる上肢に障害がある人は約 54 万人いると推定され
る。18 歳以上の人では、上肢切断 82 千人、上肢機能障害 444 千人（在宅） 3となっている。また
18 歳未満の肢体不自由者はそれほど多くないが、上肢切断 300 人、上肢機能障害 11,800 人（在
宅）となっている。
よく利用している読書手段
肢体不自由者にとって読書するという行為が難しいため、読書以外の手段で情報を入手したり、
楽しんだりしている人が多い。テレビなどの映像系メディアが主であり、新聞等の利用もそれほど
多くない。


情報入手はテレビなどのメディアが中心。新聞も取りたいと思っているが、取れていない。
（成人の肢体不自由者）



友人で DVD をよく見ている人がいる。自分の周りの肢体不自由者は、読書はしないという人
が多い。あとは介助者がページをめくって読んでいる人もいる。施設にいる人は、ずっとベ
ッドの上でパソコンを見ているような生活で、そこしか居場所がない人もいる。
（成人の肢
体不自由者）



読書をするかどうかは人による。ほとんど読まない人も多い。（成人の肢体不自由者）



ネットで情報を探す場合なども含め、情報入手は目で読むことが多く、耳で聞いて情報入手
することは少ない。必要に応じて、フォントを大きくして読むこともある。
（成人の肢体不
自由者）

一方、パソコンの利用により、オンラインの情報やテキスト情報を読むことは一般的に行われて
いる。書籍についても、テキストデータを送ってもらうサービスを利用してパソコンでスクロール
しながら読んでいるとの声があった。ただし書籍購入者へのテキストデータ提供は一般的に行われ
ているわけではなく、一部の出版社やタイトルに限定されている。

2
3

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所（https://www.nise.go.jp/nc/）
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/zenbun/furoku_08.html
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主な読書の場所（自宅や図書館等）としては、自宅（施設に入所している人は、その施設）が多
い。肢体不自由者は移動自体が困難なことも多く、移動中や移動先で読書するといったことは少な
い。


紙の書籍を買って、出版社からテキストデータを送ってもらいパソコンで読むこともある。
画面スクロールは自分で行える。
（成人の肢体不自由者）



読書は自宅が多く、移動中や、図書館に行って読書したりすることは少ない。（成人の肢体
不自由者）

肢体不自由者における読書の位置づけ
若年層の肢体不自由児では、知的障害がある場合が多く、自分で読書できる人の比率はそれほど
高くない。一方事故や加齢で後天的に上肢障害となった人はページをめくるなど本を読むという行
為に困難があるが、書籍の内容を理解したり楽しんだりすることについては健常者と違いはない。
知的障害がある肢体不自由児の場合は、読書に関して非常に大きな困難を抱えている。


上肢障害に限らず座位をとるのが難しい方がいる。座位をキープするのが無難しい方は、も
のを見たりするときに頭部を安定させなければいけない。脳性麻痺の方が多く入所されて
いるが、座ってものを見る姿勢をとるのが難しい方が多い。
（心身障害児総合医療療育セン
ター）



上肢障害の方は手のマヒでめくるのが難しい方もいる。あとは、自分で読むというよりはこ
ちらで読み聞かせをするタイミングで、視覚障害のあるお子さんとか、聴覚障害のある方も
いる。重複されている方もいて、多様な障害による困難がある。
（心身障害児総合医療療育
センター）



知的障害の方もいる。読書を楽しいと感じることが難しい方は、読書になかなか手がつかな
い。
（心身障害児総合医療療育センター）



病棟にはテレビが 2 台あり、その隣に本棚があって、児童書とか絵本、それからコミック、
漫画もおいてあるが、多くの子はまずテレビで、その次にマンガ、そのあと書籍。スタッフ
から勧められれば読む人はいるが、自ら手に取って読むというのは、知的に高い子でもあま
り見られない。漫画は読まれている。（心身障害児総合医療療育センター）

一方で、読書自体が目的でなく、読み聞かせを通じたコミュニケーションが肢体不自由児の心身
によい影響を与えていることが指摘されている。また施設に入所している肢体不自由児はいろいろ
な経験をすることが難しいため、広い世界に触れるための手段として本と接することに大きな意味
があるという指摘がある。


肢体不自由児の場合、自分で本を読むのではなく、読み聞かせしてもらうことがうれしい子
も多い。施設での読み聞かせをきっかけに、家でも読み聞かせをねだるようになった子もい
る。読書経験を小さいうちにしておくことがとても大事だなと感じている。
（心身障害児総
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合医療療育センター）


子どもにとって、筋を理解するのは難しくても、リズミカルな文章とかを楽しんでいるケー
スもある。親御さんは筋を理解させなきゃと思っている場合もあるが、本人が楽しいのであ
れば、そういう楽しみ方でもいいのかなと思う。
（心身障害児総合医療療育センター）



読み聞かせを私のような支援員とか保育士が行うことの意味付けは、お子さんとの信頼関
係を構築するためのツール。
（心身障害児総合医療療育センター）



例えば話の中に砂丘が出てくる絵本があるが、まず砂丘をみんな知らない。で、砂丘は知ら
ないけど砂場は知っている子、砂場で遊んだことがある子はいても、砂場遊びをしたことが
ない子もいる。このため、こういう本を読む前提として砂とか自然など、子供たちがいろい
ろなことを疑似体験できる絵本があったらな、と思う。ここには長期でお預かりしている子
もいて、そういう子は外出の経験値が多くないので、こうした本が世界との窓口になる。だ
からバランスよく本を集めるというのが大切で、私たちの仕事だと思っている。
（心身障害
児総合医療療育センター）

読書手段毎の利点、不満点
現在、肢体不自由者もデイジー図書を利用できるようになっている。しかしながらデイジー図書
を利用するための環境が整っておらず、多くの肢体不自由者には認知すらされていない状況にあ
る。また利用する場合も、肢体不自由者にとって必ずしも使いやすいとは言えない。さらに肢体不
自由者は読書姿勢も制約があることもあり、スマートフォンのような画面の小さなデバイスは負担
が大きいという指摘がある。


サピエ、デイジー図書を視覚障害者以外の障害者も利用できるということが、障害者自身だ
けでなく、図書館等にも認知されていない。このため、デイジー図書の利用を申し込んでも
たらいまわしにされたり、断られたりすることがある。
（成人の肢体不自由者）



サピエの利用を始め、パソコンやスマホを利用する際のセットアップが大変。特にパスワー
ド入力など、大文字小文字、記号などを入力しなければならない場合は負担が大きい。（成
人の肢体不自由者）



マンガを読んでみたいが、スマホだと画面が小さく、読んでいて疲れてしまう。
（成人の肢
体不自由者）

録音デイジー図書については、「ながら聞き」ができることがメリットとして評価されている一
方、文字を読む場合と比較して頭に残りにくいという点が指摘されている。また電子書籍について
は、肢体不自由者の中であまり認知されていない。


ボイス オブ デイジーのいいところは「ながら」ができるところ。家事しながらできる、
音楽と同じように聞けるところがいい。悪いところは、今まで目で見て理解することが主だ
ったので、音声だと頭に残りにくい、記憶しにくい。本を聞いていても、
「あれ、この人だ
れだっけ」となってしまう。そして戻して聞き直すのも難しい。
（成人の肢体不自由者）
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読書におけるニーズ・課題等
肢体不自由者の読書に関しては、IT 機器の操作性や、費用負担の問題が指摘されている。
IT 機器の操作性
読書するための IT 機器の操作に関しては、健常者には容易に行えても、肢体不自由者にとって
は大きな負担になるような操作が要求される場合がある。


パソコンとかスマホとか、いつも最初のセットアップが大変。ログインできるまでが大変。
操作するまでの入口が大変で、なにかボタン一つでできるようになればいい。パスワードも
いくつも入れる必要があったりする。パスワードも１つでも間違えるとやり直しになって
しまう。



（OS やアプリを）アップデートしなかったらダメになってしまったとか、そういうちょっ
としたことが混乱を招き、あせってしまって「もういいや」という気持ちになってしまう。

費用負担
肢体不自由者の場合は就業の手段等が限定されている人も多く、費用の掛かる機器やサービスは
利用しにくいことが指摘されている。


ボイス オブ デイジー は価格が 3000 円とやや高いので、上肢障害を持つ友人に勧めて
も、あまり使ってもらえない。
（成人の肢体不自由者）

2.1.3. ディスレクシア
ディスレクシアは学習障害の一種であり、知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がない
にもかかわらず、文字の読み書き学習に著しい困難を抱える障害をいう。
ディスレクシアの団体である認定 NPO 法人 EDGE によれば、ディスレクシアは音韻の処理が困
難である。読むためには文字を認識し、音と結び付け、いくつかの文字のつながりで単語として認
識し、理解することが求められるが、ディスレクシアの人はこれがスムーズにできず、たどたどし
い、読み間違える、音読すると意味が分からないなどの症状が出る。これにプラスして、目から入
る情報が揺れて見えるとか逆さに見えるとか、角度が違って見えるとかそういうことが起きている
人もいる。文字などが動いて見えるのはディスレクシアではなく、アーレン症候群（シンドロー
ム）とされる。ただし、ディスレクシアとアーレン症候群の両方を併せ持っている人も多いといわ
れている。
ディスレクシアの人がどの程度いるかについて正確な統計はないが、欧米では 10％から 15％と
言われており、日本でも人口の５％から８％はいると考えられている。
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ディスレクシアにおける読書の位置づけ
ディスレクシアにとって、文字よりもビジュアルからの方が内容を理解しやすいということもあ
るため、必ずしも読書が困難なことが大きな障壁にはなっていない。


（ディスレクシアである）息子は YouTube から情報を得ている。今は何でも YouTube にあ
る。あとは「漫画でわかる経済学」のような、ビジュアルで情報を提供するコンテンツ。

ただし学校教育のように「教科書を読む」「読書感想文のために本を読む」ことを強制されるよ
うな場合、非常に負担が大きいことが指摘されている。


一番の問題は、
「これが読めないとだめですよ」って言われて育つ、あるいは「いついつま
でにこの本を読みなさい、そして感想文を書きなさい」って言われると、はなから読まない
で読書から逃げてしまうこと。

よく利用している読書手段
ディスレクシアの人でも、例えば黙読の際に文字の形状から（音韻に変換することなく）意味を
理解することができる人もおり、必ずしもすべてのディスレクシアが（視覚による）読書が難しい
わけではない。また文字以外の画像、映像等から必要な情報を入手することも可能であり、図鑑や
ビジュアル中心の書籍を利用することも多い。


人によるが、例えば私は、村上春樹さんの 1Q84 のような文学書であれば 1 日で読んでしま
う。速読できる。それで時間をかけて読んだ人と話をしてもそん色ない程度に理解できてい
る。また、知識欲は強いので、図鑑などもよく読む（見る）
。

読書手段毎の利点、不満点
ディスレクシアについても読書困難者という位置づけでデイジー図書が利用できるようになって
いるが、必ずしも「書籍を音声で読む」ことに対するニーズが強いわけではなく、利用意欲も高く
ない。


デイジー図書はディスレクシアの子に効くよという話をされるが、ほんとに読むのが大変
な子には福音かもしれないが、大多数のディスレクシアの子にとっては、ちょっと音があれ
ばだいたい理解できるような子が多い。そういう子にとっては、そこまで大上段に構えて
「有効ですよ」って言わなくても、他の様々な手段で必要な情報をとることができる。



ほかの障害の方とはアプローチが違っていて、読書のためにお金かけても構わないと考え
ている。ただし、デイジープレーヤーのようなデバイスはいらない、8 万円なんて掛ける気
もしない。もっと他に、同じような情報を得る方法をたくさん持っているので問題ない。
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またディスレクシアは読むだけでなく「文字を書く」ことについて苦手な人も多い。これに対し
ては、手で文字を書くのではなく、キーボードや音声入力を使うことで、非常に負荷が軽減される
ことが指摘されている。


パソコンやスマホができるようになって、この 10 年で私たちの世界はほんとに変わった。
特にスマホになったら、マイクに向かってしゃべれば文字になる。滑舌がそれほど悪くなけ
ればほとんどできて、それがテキストになって、今度はそれを送れば、ファイルになって送
ってくる。で、それがその通りかどうかは聞き返すこともできる。



日本はとにかく書く、手で書くということが是とされているが、パソコンでキーボード入力
した方が（候補文字も出てきて）すっと便利で役に立つ。タッチタイピングを覚えれば、発
音から直接指の動きにつながってキーボード入力できるので、文字を介する必要がない。

その他、読書におけるニーズ・課題等
教科書・教育分野
ディスレクシアは「書籍を読まされる」ことに負担を感じるため、学習のために教科書や書籍を
読むことの負担をいかに軽減できるかについて問題意識を持っている。最近の教科書、参考書等は
わかりやすさを重視し、テキスト本文に加えて様々な付加情報（イラスト、図表等）をちりばめた
紙面になっているが、シンプルにしてほしいという要望がある。


最近の教科書はビジュアルなど余計な情報が多く、注意がそがれて逆に理解しにくくなっ
てしまう面もある。とにかく「シンプルにしてエッセンスだけを教えてください」、そして
それは、
「正確できれいな日本語で読んでください」ということを言いたい。



ディスレクシアの方の読書のニーズとしては、教育向けの情報提供をいかに充実させるか
というのが最も大きな課題。

合成音声
音声で読書することについては、合成音声での読み上げについても特に問題ないと考えられてい
る。ただし読み間違いはディスレクシアの人が内容を理解する際に大きな妨げとなるため、間違い
のない読み上げであることが強く求められている。


合成音声については、子供たちに何も言わずに聞かせると合成音声でも全然問題ないが、大
人が介入すると、合成音声だから聞き取りにくいと思いこんでいる。昔の合成音声はロボッ
トみたいな声で、それを聞いて「聞き取りにくい」と思っている、しかし今はロボットの声
がよくなっている。子供の指導者や支援者、保護者が間に入ると「だから聞かせない」って
なってしまう。
やっぱり人間が読んだ方がいいと思われているが、
ディスレクシアに限らず、
あまり感情を込めた朗々とした読み上げだと、「これはすばらしいなー」とは思う一方で内
容が入ってこないことがあるので、
シンプルな、イントネーションや読み方が間違ってない、
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SSML がきちんと入ったものが大切だと思う。


デジタル教科書の合成音声は OS の読み上げに任せているせいか、イントネーションなどが
適切でなく、非常に聞きにくい。当法人では合成音声のイントネーション修正なども手掛け
ているので、
それを使ってもらえないかとも思う。
ただ音声合成エンジンを使っているので、
すべてのデジタル教科書に入れると費用面で高くつくかもしれない。



教科書もそうだが、読み間違いがあるとディスレクシアの方は余計に理解が難しくなって
しまうので、読み間違いがないことが重要。
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障害者が利用可能な書籍の形態別・ジャンル別のタイトル数
障害者が利用可能な書籍の形態として、点字図書、録音図書（音声デイジー図書・マルチメディ
アデイジー図書）、拡大図書、LL 図書といった障害者向けに作成された書籍に加え、読み上げ可
能な電子書籍やオーディオブックがある。
視覚障害者をはじめとした読書困難者は、サピエを通じて多くの書籍を利用できるようになって
いる。サピエは、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字、デイジー
データをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供するネットワークで
あり、日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行ってい
る。
サピエは、視覚障害者等の個人会員約１万５千人が直接利用しているとともに、全国の視覚障害
者情報提供施設（点字図書館）や公共図書館、ボランティア団体、大学図書館など３３０を超える
施設や団体が加盟し、約８万人以上の視覚障害者や情報を必要とする人への情報サービスを行って
いる。
サピエ図書館では 27 万タイトル以上の視覚障害者向け書籍が登録されており、点字図書、デイ
ジー・テキストデータ、カセットテープによる録音図書の順にタイトル数が多い。
表 6

ジャンル／提供形態別のタイトル数（サピエ図書館）

総数

点字

音声デイジー

テキストデイ

マルチメディ

ジー

アデイジー

0.総記

172

171

1

0

0

1.哲学

17,109

10,992

5,803

308

6

2.歴史

17,333

10,496

6,609

213

15

3.社会科学

27,951

18,240

8,855

827

29

4.自然科学

20,139

12,696

6,962

467

14

5.技術

16,989

13,876

2,874

228

11

6.産業

5,000

3,373

1,519

106

2

7.芸術

16,724

11,585

4,775

334

30

8.言語

8,553

7,402

1,087

58

6

9.文学

144,298

97,379

45,313

1,556

50

274,268
186,210
83,798
4,097
163
※ 2017 年度全視情協大阪大会「サピエ登録コンテンツの蔵書構成の分析結果について」より

合計

※
サピエ図書館で提供されている視覚障害者向け書籍の種類別タイトル数を見ると、点字図書が 18
万 6 千点以上で全体の 68%をとなっており、次いで音声デイジー図書が 8 万 4 千点弱で 31%とな
っている。テキストデイジー図書、マルチメディアデイジー図書は少ない。
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図 1 サピエ図書館における種類別タイトル比率
テキストデイジー,
4,097, 1%

マルチメディアデイ
ジー, 163, 0%

音声デイジー, 83,798,
31%

点字, 186,210, 68%

サピエ図書館の書籍をジャンル別に見ると、文学が全体の 53%と半数以上を占めている。次いで
社会科学が 10%、自然科学が 8%となっており、文芸書、小説が中心との声を裏付けている。
図 2

サピエ図書館におけるジャンル別タイトル比率
0.総記, 172, 0%
1.哲学,
17,109,
6%

2.歴史, 17,333, 6%

3.社会科学,
27,951, 10%
4.自然科学,
20,139, 8%

9.文学, 144,298, 53%

5.技術, 16,989, 6%
6.産業, 5,000, 2%
7.芸術, 16,724, 6%
8.言語, 8,553, 3%

視覚障害者障害者向けの書籍は公共図書館でも製作されており、サピエ図書館に登録されていな
いタイトルもある。参考までにサピエ図書館以外の公共図書館のジャンル別タイトル比率を見る
と、サピエ図書館と同様に文学の比率が高くなっている。
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図 3

公共図書館におけるジャンル別タイトル比率
0.総記, 2,418, 2%

1.哲学, 6,202, 6%
2.歴史, 8,161, 7%

3.社会科学, 11,389,
10%
4.自然科学,
7,174, 6%

9.文学, 65,747, 59%

5.技術, 2,434, 2%
6.産業, 1,289, 1%
7.芸術, 6,094, 6%
8.言語, 1,257, 1%

※ 国立国会図書館サーチにより、
「点字図書・録音図書全国総合目録検索」で検索した結果
市販されている電子書籍のジャンル別タイトル数を見ると、たとえば Amazon の Kindle ストア
で販売されている電子書籍では文学以外の様々なジャンルのタイトル 4が提供されている。
またサピエ図書館での提供が少ない「ビジネス・経済」、「趣味・実用」、「暮らし・健康・子
育て」、「教育・学習・受験」といったジャンルのタイトルも多数提供されていることが分かる。

Kindle ストアのジャンル別タイトル数は、一つの書籍に複数のジャンルタグがつけられており、複数のジャンル
で重複してカウントされることから比率を見るには適切でなく、また合計数値も販売されているタイトル数よりも
過大になっている。

44
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図 4

Amazon Kindle ストアにおけるジャンル別タイトル数（マンガやライトノベル等を除く）
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

52,085

人文・思想
33,094

社会・政治
7,622

ノンフィクション

27,055

歴史・地理

46,504

ビジネス・経済
17,580

投資・金融・会社経営

33,030

科学・テクノロジー
9,951

医学・薬学

13,418

コンピュータ・IT

15,313

アート・建築・デザイン

36,930

趣味・実用
11,752

スポーツ・アウトドア
4,164

33,709

暮らし・健康・子育て
旅行ガイド・マップ
語学・辞事典・年鑑

80,000

68,563

文学・評論

資格・検定・就職

70,000

10,790
8,572

教育・学参・受験
絵本・児童書

18,180
15,043

※ 2020 年 3 月 14 日時点のデータ。
※ 電子書籍に対して複数ジャンルのタグがつけられているため、合計数は Kindle ストアで販
売されているタイトル数よりも大きくなっている。
このように電子書籍では幅広いジャンルの書籍が提供されていることから、サピエ図書館等で提
供されることが少ない多様な書籍に対するニーズを満たすため、電子書籍の利用を促すことが解決
策の一つになると考えられる。
なお、電子書籍には紙面が画像で制作されている固定レイアウト型のものと、内部にテキストデ
ータを保持してデバイスの状態に応じて表示を変更できるリフロー型と呼ばれるものがあり、固定
レイアウト型の電子書籍はアクセシビリティ支援機能による読み上げ、点字電子機器、パソコン用
スクリーンリーダー等には対応しない。
昨年度に実施した調査では、EPUB 形式の電子書籍のうちほぼ半数が画像で制作されているコミ
ックであり、また文字ものの電子書籍の１／４程度も固定型で制作されていることから、障害者等
が利用できるリフロー型の電子書籍は発行済みタイトル数の４割程度にとどまっている。
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図 5

EPUB ファイル

固定型とリフロー型の割合

文字もの
（リフ
ロー）

コミック

文字もの
（固定）

※ 平成 30 年度総務省「電子書籍等の情報アクセシビリティの現状等に関する調査研
究

報告書」より
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3. 障害の種別等に応じた読書を支援するための製品・技術
障害者向け読書支援製品
読書困難者向けの読書支援機器は、視覚障害者向け製品が主となっている。IT 技術の進化やスマ
ートフォンの普及により、利便性が高い読書支援製品が登場して来ている。
一方、上肢不自由者に対してはパソコンの入力支援デバイス等があるが、読書支援にフォーカス
しているも機器は少ない。
3.1.1. 点字ディスプレイ
点字データやテキストデータを電子データで取り込み、点字ピンの凹凸に変換して表示する装
置。点字を表示する機能に加え、点字キーボードを備え、利用者が点字でメモを入力することがで
きる製品も多い。
ブレイルメモスマート
ケージーエス株式会社 5が開発・販売している点
字ディスプレイ。
音声読み上げ機能、ボイスレコーダー機能、デ
イジー再生機能を持つ。
USB または Bluetooth を利用し、パソコン等と
のデータのやり取りが可能になっている。利用に
際しては、パソコンでダウンロードした点字図書
やテキストデータ等を USB や bluetooth 経由で取
り込んで再生する。
価格は 380,000 円(非課税)。
ブレイルセンス
Android OS を搭載した点字音声情報端末であり、
（有）エクストラ 6が総代理店となっている。
従来のブレイルセンスが備えていた基本機能（ファイ
ル管理、ワードプロセッサー、電子メール、メディア
プレーヤー、デイジープレーヤー、FM ラジオ、アド
レス帳、予定帳、ウェブブラウザ、EXCEL ビュー
ア、電卓、コンパス、辞書、時計等）に加え、Google
APPS をサポートする事でドライブ、ドキュメント、スライド、カレンダー等の Google サービス
を利用できるようになった。
5
6

https://www.kgs-jpn.co.jp/
http://www.extra.co.jp/index.html
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またユーザーがプレイストアから一般的な Android アプリを入手し、使用する事が可能であり、
点字と音声で快適なモバイル環境を実現することをうたっている。
価格は 599,000 円（非課税）。
なお、製品は韓国 HIMS 社（http://himsintl.com/）が開発している。

点字ディスプレイ「清華」
日本テレソフト 7が提供している点字ディスプレ
イ。bluetooth により、USB コードを使用しなくて
もパソコンからデータを転送することができる。
この点字ディスプレイは、中国で開発されたもの
である。

3.1.2. デイジープレーヤー
デイジー図書の読み上げを行うデイジープレーヤーが、複数の事業者から提供されている。
据え置き型の製品に加え、携帯可能で移動中にもヘッドフォン等を利用して読書可能な製品もあ
る。
プレクストーク
シナノケンシ株式会社 8が開発・販売するデイジープレーヤー。卓上型の PTR3 と、携帯型のプ
レクストークリンクポケットがある。
PTR3 は、デイジーCD に加え、有線／無線 LAN によってパソコンを使わずにサピエのデイジー
図書、シネマデイジー、雑誌などが聴けるデイジーオンラインサービスにも対応した卓上型デイジ
ー録音再生機であり、デイジー録音と編集に対応しているため、録音した音声から不要な場所を削
除して整理することができる。価格は¥85,000（非課税）。

ブレイズ ET（携帯型 OCR マルチプレーヤー）
開発は韓国の HIMS が行っており、 (有)エクストラが総代理店になっている。
7
8

https://www.nippontelesoft.com/
http://www.plextalk.com/jp/
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OCR 機能を使った活字文書の読み上げ、デイジー図書の再生、
デイジーオンラインを使ったデイジーデータの検索とダウンロー
ド、音楽データの再生、録音、Podcast、ラジオ、カラーリーダ
ーなど多彩な機能を備えた携帯型 OCR マルチプレーヤーであ
る。
価格は 110,000 円（非課税）。

ボイス

オブ

デイジー

(有)サイパック 9が開発・提供している iPhone/iPad/iPod touch 用デ
イジー再生ソフト。
音声デイジー図書、マルチメディアデイジー図書は、録音された音声
を再生する。またテキストデイジー図書は、本文を音声合成により読み
上げる。複数の音声話者を選択可能。
価格は¥3,180。

3.1.3. その他の障害者向け読書支援製品
視覚障害者向け読書支援製品としては、拡大読書器が以前から提供されている。
また最近はカメラ機能と OCR 機能、文字認識機能等を組み合わせたウェアラブルな読書器とい
った先進的な製品も販売されるようになっている。
拡大読書器

クリアビューＣ
台の上に置かれた書籍をカメラで撮影し、モニ
ターに拡大表示する。
セット(本体＋アーム＋モニター セット済み) で
提供され、価格は 226,000 円（非課税）。
オプトレック社（オランダ）の製品である。
システムギアビジョン 10やメガネスーパー 11等、
多くの事業者で取り扱われている。

http://www.cypac.co.jp/ja/
http://www.sgv.co.jp/
11 https://www.meganesuper.co.jp/lowvision/service/reading/
9

10
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アメディア

携帯型拡大読書器エキスプロ 8

障害者向け機器販売事業者であるしている（株）アメディ
ア 12販売しているタッチスクリーンの携帯型拡大読書器。
ボタンでもタッチ画面でも拡大と縮小が簡単に出来るよう
になっている。
価格は 198,000 円（非課税）。
開発元はカナダの Human ware 社。

ウェアラブル読上げ機器 OrCam MyEye 2（オーカムマイアイ 2） 13
眼鏡に装着して、ウェアラブルな活字読み上げが可
能なデバイス。
カメラで認識した活字テキスト情報を音声で読み上
げる。目の前の文字情報を読み上げるだけでなく、
指を指した箇所のみを読み上げることも可能。ま
た、色識別、紙幣識別、時計、顔認識機能もある。
イスラエルのオーカムテクノロジーズ社製品。KGS
など、多くの事業者が取り扱っている。
価格は 498,000 円(非課税)。
音訳者向けのデイジー図書制作ツール PRS Pro
日本ライトハウス 14が提供している、本などを朗読した音声を録音
し、録音した音声をフレーズと呼ばれる小さな単位に分割して、章・
節・項などの単位で構成することによって、デイジー形式の音声図書を
作成することができるソフトウェア。
1 ライセンス版・・・19,800 円(税込)
5 ライセンス版・・・82,500 円(税込)

12

https://www.amedia.co.jp/index.html

https://www.kgsjpn.co.jp/index.php?%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%A9%B3%E7%B4%B0#e294b4dc
14 http://www.lighthouse.or.jp/
13
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障害者向け読書支援製品の開発・販売
障害者向け読書支援製品の開発・販売に関しては、制度面、市場面、技術面で制約や課題があ
り、事業者はこれら課題の中で継続的な努力を続けている。
3.2.1. 給付金制度
障害者向けの読書支援製品については価格が高額であることも多く、公的助成の有無が普及に大
きく影響する。日常生活用具給付制度 15は「市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つ
として規定。重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等
により、福祉の増進に資することを目的とした事業である。」と定められており、市町村が実施主
体となって障害者・障害児に対し、機器の購入等に給付を行う。
補助金の負担割合は国が 50/100 以内、都道府県が 25/100 以内となっており、利用者負担は市町
村の判断によるものとされている。
読書支援のための機器等については、盲ろう者・視覚障害者を対象とした点字ディスプレイが、
視覚障害者を対象とした活字文書読み上げ装置、拡大読書器等が対象例として示されている。
表 7

日常生活用具参考例

種目

対象者

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害

情報・通信支援用具※

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置
人口咽頭

咽頭摘出者

福祉電話（貸与）

聴覚障害又は外出困難

ファックス（貸与）

聴覚又は音声機能若しくは言語
機能障害で、電話では意思疎通
困難

視覚障害者用ワードプロセッサー（共同利用）

視覚障害

点字図書
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーシ

1515

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html
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ョンソフトをいう。
障害者向け読書支援製品として利用してもらうには、この給付制度の対象製品として指定される
かどうかが非常に大きな要因となる。この指定については市町村が行っており、事業者は各市町村
に対して自社の製品を対象製品とするよう働きかけを行っている。対象自治体は全国に 1,800 以上
もあるため、事業者からは製品の指定や給付条件について一元的に行えるような仕組みを実現して
ほしいとの要望があがっている。
製品価格についても、助成金として支給される金額が製品価格の上限となり、高度な製品の普及
については障壁になる場合もある。


普及には国の施策が大きい。日常生活用具の給付制度というのがあり、当社の製品がこの対
象になるようになってから一気に普及した。それまでは全額自費での購入だったが、費用負
担が 2 割とか 1 割になった。



一番かかわりがあるのはやはり給付制度。自治体によって認めるところと認めないところ
があり、認めるところでも限度額が違ったり条件が違ったりまちまち。当社の製品は 38 万
円で、ほぼ限度額いっぱいの価格設定になっている。



点字ディスプレイはもともと盲ろうの方が対象であり、盲ろう者には限度額いっぱいまで
助成が出る。ただ現在は視覚障害単独の方のほうが多いため、視覚障害単独の方が自治体と
交渉し、条件が広がったところは 1 級 2 級の人も対象になっている。自治体はだいたいみ
なさん横並びにするので、だんだん条件が広がっている。



自治体からの助成があるが、自治体によって給付費用や給付対象が異なる。自治体により格
差が出ている。



当社の製品は障害者手帳 1 級、2 級を持っている人が対象であり、日常生活用具候補品とし
て市区町村から助成金が出る。



ほとんどの自治体では障害者手帳 1，2 級の人に対してしか助成金が出ないが、助成対象で
ない 3 級、4 級の弱視の人でも必要とする人がいる。これらの人が入手できるような制度が
必要。当社の機器は小型版でもそれなりに値が張るので、障害者の方にとっては補助がない
と購入することが難しい。

また市町村の福祉課が窓口となっているが、制度や対象製品についての知見が十分でない場合も
あるため、現場における制度への理解促進の必要性が指摘されている。


当社は日盲社協というところに入っており、そこの用具部でも要望しているが、自治体ごと
に給付条件が違うので厚生労働省のほうで一本化してほしい、福祉課の職員さんに給付制
度のことをしっかり説明してほしい、という要望がある。



点字ディスプレイに限らず、本来給付されるはずの補助金が給付されなかったり、そもそも
給付制度のことを知らない場合もあるので、要望として挙げている。
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3.2.2. 法制面での課題
障害者向け読書支援製品の開発・提供においては、著作権法など法制面での課題も指摘されてい
る。


一番関係があるのは著作権法の 37 条。どんな本でも障害者向けに、デイジー又は EPUB に
して、音声を含む形で提供していいよと、著作権者の許諾を得ずにデイジーにして良いとい
う法律だが、それは基本的には文科省が認定した組織だけが対象であり、我々は制作と配布
の両方について、その対象となっていない。



デイジーや EPUB を作っていくときに不具合が生じると、著作権法の縛りで検証がなかなか
うまくできない。例えばデイジーを作っていてルビのところのハイライトがうまくいかな
いといった問い合わせがあったときに、データがこちらへ届けば原因追及ができるが、著作
権法の縛りでなかなかデータが来ない。

3.2.3. 製品の市場性
障害者向け読書支援製品は、製品のライフサイクルが長い。これは市場が小さく開発費等を回収
するために時間を要することに加え、利用者である視覚障害者等が新しい機器を購入・利用するこ
とに関し、利用方法等を習得することが困難であったり、不安を覚えたりすることにより、抵抗感
を持つという点も指摘されている。
また行政による障害者支援製品に関する公的な情報発信や支援策が不足しているという指摘もあ
る。


前のモデルは 2005 年から 2016 年まで販売しており、
現行製品は 2017 年から販売している。
製品のライフサイクルが長い理由としては、開発費の問題もあるが、障害者の中には新しい
製品に変えることに抵抗感を持つ人がいるためである。



デイジーに関して公のマーケティングが不足している。展示会に来られる方でもデイジー
なんて聞いたことないという方もいる。



障害者向けの読書サービスに対する予算付けがまったく不十分。サピエ図書館は利用者負
担なしでやっているが、運営が非常に難しい。毎年のメンテナンス費用がないと、中身の充
実や機能追加ができない。

3.2.4. 技術的な課題
障害者向け読書支援製品は市場が小さく、開発にかけられる費用もそれほど多くないことから、
高頻度の改善・機能向上等を行い続けることは事業者にとって負担が大きい。一方、パソコンやス
マートフォンは OS のバージョンアップや仕様の変更が高頻度に行われるため、パソコンやスマー
トフォンと連携したり、既存の OS を利用してソフトを開発したりする際にキャッチアップが困難
になることが課題となっている。
このような課題に対し、公的な支援策が使いにくいという指摘もある。
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最近の機械は、音声を出すなど複雑になってきているので開発費がかかる。例えば音声のエ
ンジンは他社の製品を使うが、それを積むためには基本 OS を入れたり CPU のパワーを上げ
たりいろいろする必要がある。それで開発費が膨らんでいく。最初のころは 16 ビットのマ
イコンなどで独自にやっていたが、どんどん高度化しており、最近の製品では OS みたいな
ところは専門家にお願いする。それが今は結構負担になっている。



サピエにつながるようにしてくれなどの要望はある。ただし、OS とかネット環境を入れる
となると開発のレベルがもう 1 段階上がるため、それを安く作るというのはなかなか難し
い。



今の製品は割とオールインワンで、それをネットにつなげてほしいとかいろいろ要望があ
る中で、ネットのほうが変わってしまうと製品の機能が使えなくなることがある。他社の製
品だが、YouTube が使えたのが、YouTube 側の変更が行われて使えなくなって、それを修正
するのに半年かかったなんて話もある。



Android に特化した話だが、
製品が多岐にわたることが問題。
今発売されているものでも 8，
9 種類はあり、OS のバージョンが違ったり、組み込まれている音声エンジンが違ったり、組
み込まれているフォントが違うこともある。きちんと動作するように作ったつもりでも、端
末によって全く違う見栄えになったり誤動作してしまったりする。



障害者向け製品を開発するための助成金が手薄。助成を受けると縛りがとてもきつくなり
利用しにくいので、我々は一切助成なしで開発している。
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技術開発の動向
3.3.1. 障害者向け読書支援製品の技術開発動向
障害者向け読書支援製品の研究開発として、スマートフォンとの連携や、AI 等の新技術等への取
り組みが挙げられている。ただし利用者である視覚障害者等へのスマートフォンの普及動向もまだ
まだ進んでいない状況にあることから、動向を見ながら取り組み方を考えたいという声もあり、ス
マートフォンが障害者の読書支援の中核になっていくかどうかについては、現段階では明確な方向
性が見えていない状況である。


すべての機能をオールインワンでというのは難しいので、スマホとのうまい連携をしてや
っていくのがいいかと考えている。海外でもそういう動きがある。



スマホとの連携については、視覚障害者のスマホ利用自体がまだ進んでいないので、今後の
検討課題。

AI、スマートスピーカーといった新たな技術の活用について、今後活用や連携することを期待す
る声がある。


AI とかは今進んできている。例えば肢体不自由の方で視線しか動かせないという方がいる
が、視線の動きだけでページをめくれるような機能などは AI を使えばうまくいくのではな
いかなと思う。



今はスマホでアプリを動かしているが、Google home などのスマートスピーカーが家庭に入
り込んでいるので、そういった機器から呼び出して操作したいというニーズもある。実際に
試作をやってみたりしている。ただいろいろ課題もあり、例えば本みたいな長めの文章をス
マートスピーカーへ送り込むと、途中で文章が切れてしまう。長い文章を送り込めるような
仕組みになっていない。その辺は技術的な課題だと思うが、いずれそれが解消されれば、ス
マートスピーカーで本が読めるようになる。

現在提供されている読書支援製品のうち、ネットワーク接続機能を利用してサピエ図書館に接続
できるようになっている製品の開発者から、視覚障害者の読書機会を広げるため、読書支援製品と
電子書籍ストアとの連携を期待する声がある。


視覚障害者の読書機会を広げるため、電子書店とプレクストークとの連携ができるとよい
のではないかと考えている。



ボイス

オブ

デイジーから電子書籍ストアにつながるようにし、アクセシブルな電子書

籍を購入できるようになると望ましい。


電子書籍を読めるようにしたいが、大きな課題は DRM。DRM の部分を開放してもらえればボ
イス オブ デイジー5 で対応可能。これができると、健常者向けの小説が出たのと同じタイ
ミングで障害者も音声で本が読めるようになる。正規の値段で購入して読んでもらえる。
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3.3.2. 障害者向け書籍の製作支援に関する技術開発動向
障害者向け書籍（デイジー図書）の製作においてボランティアが大きな役割を果たしているが、
ボランティアの減少によって製作が困難になることが強く危惧されている。その中でも音声デイジ
ー図書については、書籍の読み上げや校正に多くの稼働を必要とし、書籍の提供にかかる時間が長
くかかるため、製作を支援するための技術や仕組みが求められている。
これを解決するため、OCR を活用したボランタリーベースのデイジー図書作成の仕組みが実証さ
れ、現在は実用サービスとして運用を開始している。日本点字図書館はこの仕組みを活用し、ウェ
ブ上のオープン・コミュニティ「みんなでデイジー」として運営し、テキストデイジーに加えマル
チメディアデイジー、テキストデータ、点字データ、拡大図書（日本点字図書館製作ではなく、プ
ロジェクトに参加している他機関が製作）の製作を行っている。


日本 IBM、東京大学、メディアドライブが日本点字図書館と協力し、2013 年から「アクセシ
ブルな電子書籍製作実験プロジェクト」の実証を開始した。現在はシステムを国立国会図書
館が運営し、他の機関も参画している（参照：図 6）
。



本を読みたい視覚障害者などからリクエストがあった書籍（墨字）を OCR を使ってテキスト
化し、ボランティアが誤認識等を修正する。修正済みのテキストデータを使い、日本点字図
書館などのスタッフがテキスト DAISY 図書などを製作するという流れ。点字図書・録音図書
の提供には多くの場合数カ月かかっていたが、今回の取り組みを通じてテキスト DAISY 図
書を迅速に提供できるようにした。
図 6 アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト概要
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実施手順は以下のようになっている。
表 8

「みんなでデイジー」実施手順

手順

実施内容
障害当事者が、コミュニティ・サイトで読みたい書籍のテキスト DAISY 化リクエ

1.

ストを行い、原本を日本点字図書館に提供する。（リクエストされた書籍以外に
も、日本点字図書館内でテキスト DAISY 化のための選書を並行して行う。）
2.

日本点字図書館が、原本を裁断・スキャン・OCR 処理する。

3.

製作支援ボランティアが、クラウドソーシング型図書校正システムで OCR の誤認
識を修正する。
誤認識が修正されたデータを、日本点字図書館がテキスト DAISY 形式で簡易に編

4.

集する。
5.

リクエスト者、あるいはリクエスト者を含むコミュニティの障害当事者は、簡易編
集されたテキスト DAISY 図書の完成情報をコミュニティ・サイトから取得し、適
宜配信システムからデータをダウンロードする。

6.

データを試用した障害当事者から要望があれば、日本点字図書館は入念な編集と校
正を行い、再度提供を行う。

日本点字図書館では、サピエ図書館にアップロードする自館選書に加え、「みんなでデイジー」
と点字図書館のプライベート製作部門で受け付けた、リクエスト製作をしている。
「みんなでデイジー」の製作実績は以下のようになっている。


テキストデイジー： 月に平均 36 冊（内リクエスト製作：平均 8 冊）、年に約 436 冊（内
リクエスト製作：約 100 冊）



マルチメディアデイジー：

年に 6 冊、



テキストデータ： 年に約 20 冊（すべてリクエスト製作）、



点字データ： 年に約 5 冊

クラウド校正ボランティアの登録人数は 780 人、アクティブユーザーは 30～40 人がデイジー図
書の製作に携わっている。点字図書館側のスタッフの業務量は 1 冊につき、 本の裁断（3 分）→ス
キャン（5 分）→PDF データの調整（5 分）→3 種類の OCR（1 時間）→サーバー転送のためのデ
ータ変換（15 分）→サーバーへデータ転送（5 分）→みんなでデイジーサイトでのデータインポー
ト（5 分） で、合わせて 1 時間 40 分弱の時間を要している。ただし複数冊（10 冊程度）同時に作
業するため、本の裁断からデータインポートまで丸 1 日～2 日で対応する。
このように OCR やクラウドを活用することで、ボランティアの力を最大限活用して多くのデイ
ジー図書を製作する取り組みが進んでいる。
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3.3.3. 障害者支援の研究開発の動向
近年、AI 技術の発展に伴い画像認識、音声認識が大きく性能向上している。また自動運転を実現
するための研究開発が世界中で進められており、周辺状況を把握するための技術としてカメラによ
る画像認識に加え、ミリ波レーダーや、LiDAR と呼ばれるレーザー光を利用したリモートセンシン
グ技術も発展してきている。そしてこれら最新の技術開発成果を統合し、障害者サポートを行う実
証実験等も進められている。
例えば日本 IBM とアルプスアルパイン、オムロン、清水建設、三菱自動車の５社によって設立
された「一般社団法人次世代移動支援技術開発コンソーシアム」 16では、視覚障害者の実社会にお
けるアクセシビリティと生活の質向上を目的として、AI を活用した移動やコミュニケーション支援
のための統合技術ソリューション「AI スーツケース」の開発と、社会実装に向けた実証実験に着手
している。
また、固定レイアウト型 EPUB で提供されている多くの電子書籍を読み上げることによって電子
書籍のアクセシビリティを改善するため、誌面を OCR してテキストを抽出するような研究が日本
電子出版協会（JEPA）と AI データ活用コンソーシアム(aidata.or.jp)との協働により進められてい
る 17。これは既に流通している固定レイアウト型の電子書籍を対象として、AI を使って複雑なレイ
アウトを適切に解析し、多様なレイアウトの紙面からテキスト情報を抽出しようとする試みであ
る。
イースト株式会社では、出版社が過去に刊行した書籍などのテキスト PDF から、マークダウン
形式の構造化したテキストデータを抽出し、そこからリフロー型 EPUB を生成する取り組みを開始
している。出版社が書籍のテキスト PDF を保有している場合、リフロー型の EPUB での電子書籍
化を行う方法の一つとして注目される。
このように、製作サイドと読書サイドの両面から、AI を利用して音声読み上げを可能にするよう
な技術開発が進められている。

https://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/55803.wss
日本の電子出版をさらに成長させるために =固定レイアウト電子書籍の推進=
（https://www.jepa.or.jp/pressrelease/2020opinion/）

16
17
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4. まとめ
障害者の読書における障壁
読書困難者、及び読書支援製品等を開発・提供している事業者へのヒアリングと、障害者の読書
に関する環境調査を実施した結果、障害者の読書における障壁はいくつかの要因が挙げられる。
4.1.1. 障害者の読書を支援するための制度・体制
障害者向けの読書を支援するための仕組みとして、点字図書館やサピエ図書館による点字図書や
デイジー図書の貸し出しを行うといった、障害者が読むことのできる形式・提供方法で書籍を提供
するためのサービスがある。しかしながら日常的にこれらサービスを利用している人は読書困難者
の一部にとどまっており、多くの人が存在を知らなかったり、知っていても利用できていなかった
りする状況にある。このため、読書困難者を対象としたサービスの存在や、利用方法について積極
的に発信していくことが求められる。
また点字図書やデイジー図書は、ボランティアによる貢献が極めて大きい。しかしながらこれま
でボランティアの主力となっていた専業主婦層の減少や、ボランティアの高齢化といった社会環境
の変化により、これまでのように無償のボランティアに頼った製作体制の維持は困難になってく
る。聴覚障害者向けの手話通訳など、障害者のコミュニケーション支援については公的な支援制度
が用意されている場合もある。このため、点字図書やデイジー図書の製作についても、無償のボラ
ンティアに依存するのではなく、公的支援等により継続的に制作できるような環境を作っていくこ
とが望ましい。
読書困難者を対象とした読書支援製品については、高額な製品も多いため、日常生活用具の助成
対象となることが欠かせない。しかしながらこの指定は市町村単位で行われ、対象となる製品や、
障害者の自己負担比率も自治体によって異なってくることから、製品を提供する事業者がそれぞれ
の自治体に対して働きかけを行う必要があるなど、事業者側の負担も大きい。開発にあたっても、
同一分野での助成について一定期間は行われないことから製品の買い替えサイクルが長くなってお
り、IT 分野のスピードに製品の開発やアップデートが追い付いていけないといった課題も上がって
いる。
さらに、自治体の担当者も定期的に異動になることが多く、制度や製品に関する知識が十分でな
いこともあるとの指摘もあり、制度をより使いやすくすること、また制度自体の認知を高めていく
ことが必要となる。
4.1.2. 利用可能な書籍の少なさ
読書困難者に提供されているデイジー図書や点字図書等では小説等の文芸作品が多い一方、学習
のための書籍や生活に有用な実用書等はあまり提供されていない。また点字図書・デイジー図書と
も製作に着手してから出来上がるまで、長ければ数カ月から半年程度もかかってしまうことから、
書籍が話題になっているときに早く読んで、話題に参加したいといったニーズには対応することが
難しい。
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一方で電子書籍が普及してきており、多様なジャンルの書籍が、紙と電子とで同じタイミングで
入手できるようになってきている。しかしながら電子書籍については固定レイアウト型など読書困
難者が読めない形式のものも多く、入手時点で読めるかどうか確認できない場合があるなど、読書
困難者を意識した形では提供されていない。電子書籍ストアについてもアクセシビリティの面で必
ずしも十分でないとの指摘もあり、現状では読書困難者にとって電子書籍が解決手段として認知・
受容されていない状況にある。
このため電子書籍を提供する側が、読書困難者を顧客として認識し、ストアやコンテンツの障壁
を少なくしていくことが求められる。

障壁の解消に向けて期待される取り組み
読書困難者を対象とした制度や運用に関しては、それぞれ責任を持つ組織において読書バリアフ
リーの実現が重要であることを改めて理解し、その拡充や改善、認知向上等に取り組んでいくこと
が求められる。
一方で、技術開発、あるいは読書に関わる業界関係者の取り組みにより、読書困難者の読書環境
を改善していくことにも並行して取り組んでいくべきである。具体的には、以下のような取り組み
を進めていくことが考えられる。
4.2.1. 電子書籍のアクセシビリティ対応促進
電子書籍は、読書困難者に対し、読みたい本をできるだけ早く提供することができる手段となり
得る。ただし現状では解決すべき課題が存在していることから、以下のような取り組みを通じてバ
リアを解消していくことが必要である。
電子書籍のコンテンツのアクセシビリティ改善
リフロー型の電子書籍は電子書籍ストアによっては読み上げ対応できているものの、さらに電子
書籍のコンテンツのアクセシビリティを高めていくことが重要である。電子書籍の標準規格を定め
る W3C では現在 EPUB Accessibility 1.0 18の標準化作業が進められており、これが完了すると
EPUB フォーマットの電子書籍の中に、当該書籍がアクセシブルかどうか、どのようなアクセシビ
リティに対応しているかの情報を持つことになる。このような環境を早期に実現するとともに、標
準化されたあかつきには迅速に対応できるようこれら取り組む出版社や電子書籍ストアを支援する
体制を早期に構築していくことが望まれる。
さらに、現在読み上げ対応ができていない固定レイアウト型の電子書籍を読み上げる方法につい
てもさまざまな角度から検討し、読み上げ対応可能な電子書籍を増やしていく必要がある。
電子書籍ストアのアクセシビリティ改善
電子書籍のコンテンツのアクセシビリティの改善とともに、その入手におけるアクセシビリティ
の確保も同様に重要である。現在、電子書籍ストアの多くは視覚障害者をはじめとした読書困難者
18

https://www.w3.org/Submission/epub-a11y/
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を意識したつくりになっておらず、読みたい本を探したり、見つけた本が読み上げなどの手段で利
用できるか確認したり、あるいはオンライン決済によって購入したりすることが難しい。これに対
し、例えば公共のウェブサイトに関しては、「みんなの公共サイトガイドライン（2016 年版） 19」
が策定・公開され、省庁や地方公共団体を始め、公的機関が準拠することが要請されている。
そこで、電子書籍ストアにおいても同様のガイドラインを策定し、各電子書籍ストアがこれに沿
ってサイトのアクセシビリティを改善することにより、読書困難者が電子書籍を利用する際のハー
ドルが大幅に引き下がることが期待できる。
電子書籍のタイトル数を増やすための取組
最近では紙と電子両方の形式で同時に発売される書籍が増えてきているが、まだ紙だけで発売さ
れ、電子書籍版は提供されない書籍も多い。読書困難者が読みたい本を早く読めるようにするため
には、電子書籍化される書籍のタイトル数を一層増やしていくことが求められる。
このためには、出版社に対して「読書困難者を対象とした電子書籍マーケット」の存在を継続的
に伝えていくことや、電子書籍制作コストを低減するための研究開発の促進、さらには読書困難者
からの要請に基づいて電子書籍を製作・提供する場合の製作費の支援策といった仕組みの検討も考
えられる。
4.2.2. 先進技術を用いた読書困難者向け書籍の製作の効率化・高度化
取り組みの方向性の一つとして、デイジー図書など障害者向けに提供される書籍をより効率的か
つ迅速に提供できるように、先進技術を活用することが考えられる。
デイジー図書の製作に携わっている方や読書困難者の方から、「出版社から書籍のテキストデー
タを提供してもらえれば、デイジー図書の製作あるいはテキスト読み上げによって読書環境を改善
できる」との声がある。一方でマンガの海賊版流通への対策等、出版物の保護が大きな課題となっ
ており、書籍のテキスト情報を外部に提供することについては容易に解決できない課題となってい
る。
そこで先進技術を活用し、デイジー図書をはじめとした読書困難者向けの書籍を製作できる仕組
みを実現することが有効である。
AI 技術の活用
テキストデイジー図書やマルチメディアデイジー図書を作成するため、現在はボランティアがキ
ーボード入力したり、OCR を使ってテキスト化し、修正を行ったりする形でテキスト情報を作成し
ている。ただし現在の OCR 技術では、定型的な紙面レイアウトの紙面を対象とした場合の認識精
度は非常に高いが、複雑なレイアウトの場合はまだまだ課題が大きい。
AI 技術を活用することで、これまでノウハウを持った人が手作業で行っていた工程を自動的に処
理できるようになることが期待される。複雑な紙面レイアウトからのテキスト抽出の他、例えば紙
面レイアウトの分析によるデイジー図書に必要な構造情報（表題、見出し等）の抽出や、合成音声
による読み上げ品質の向上、抽出したテキスト情報の校正といった様々な活用が考えられる。
19

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
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クラウド技術の活用推進
日本点字図書館が運営している「みんなのデイジー」では、クラウドを活用してボランティアが
デイジー図書を製作している。例えば公共図書館等をはじめ、様々な形でこのような仕組みを導入
することで、より多くの読書ニーズに対応することが可能となる。製作可能なデイジー図書の数が
増えれば、現状ではあまり対応できていない専門書や参考書、実用書といったジャンルについても
迅速に対応できるようになることが期待できる。
またこれらの運営に関し、例えばサーバー費用などについて公的な支援を行うなど、行政による
サポートを強化することも有用ではないかと考えられる。
4.2.3. 読書困難者の読書における先進技術活用
読書困難者が本を読むためには点字や音声、拡大表示といった手段が必要となるが、スマートフ
ォンやパソコンなど、読書支援のための専用機器を用いなくてもこれらの機能を使えるようになっ
てきている。
スマートフォンは広く普及してきており、視覚障害者をはじめとした読書困難者においても利用
者が増えてきつつある。またスマートフォンにはカメラ、音声合成を始め様々な機能が盛り込まれ
ている。これらを読書支援に活用する場合、例えば書籍の紙面をカメラで撮影して文字を OCR で
認識し、それを AI で修正して音声合成で読み上げるといったことも可能になる。
現状ではまだ実用的なソリューションとしては提供されていないが、読書支援製品を提供する事
業者を始め多くの事業者と、スマートフォンの OS 提供事業者やメーカーが協力し、新たなソリュ
ーションを作っていくことを期待したい。
4.2.4. 様々なサービスや機器についてのリテラシーの向上
視覚障害者をはじめとした読書困難者に対し、現在でもサピエ図書館や点字図書館をはじめ様々
な施設が有益なサービスを提供しているが、まだすべての方に認知されているわけではない。この
ため、現状活用できるサービスや機器に関する情報をより多くの読書困難者に提供できるような体
制を早期に構築することが求められる。
またサピエ図書館や電子書籍を利用するためには、ICT 機器に関するリテラシーの向上が不可欠
であり、今後、読書困難者に対するより一層のきめ細やかなサポートを行っていくことが必要とな
る。
終わりに
読書は知識の獲得、様々な感情の創出、直接体験することが難しい多様な生き方の追体験など、
生きていくうえで極めて重要なツールである。しかしながら視覚や身体、文字の認知に障害を持
ち、読書が困難な人が多く存在している。
これら読書困難者が容易に読書を行えるようにすることを目的として「読書バリアフリー法」が
制定されたが、本調査を通じて、実際の読書環境はまだまだ課題が大きいことが改めて認識され
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た。今後、これら課題を一つずつ解決していくことにより、読書困難者をはじめとしたすべての人
が一層読書に親しめるようになることが期待できる。
そのためには、読書困難者やその支援者をはじめ、書籍の出版や流通に関わる様々なプレーヤ
ー、そして国や自治体等を含めたオールジャパンで取り組んでいくことが求められる。
本調査が、そのための一助になれば幸いである。
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参考資料１

障害者団体

ヒアリング議事録
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社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
日時：2019 年 12 月 24 日（火） 10:00-10:30
場所：社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
出席者： 逢坂忠氏（社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 事業部長）
三宅隆氏（社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 情報部長）
鷹林智子氏（社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 校正室）
白旗氏（社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 校正室）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
伊敷政英（Cocktailz）

読書に支障となる障害の種別・態様


全盲

障害者の方々がよく利用している読書手段（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使っている
機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）
（三宅）


いろいろな媒体を使って読書をしている。最近はそれほど多くはないが、墨字の本を書店で
購入したり図書館で借りたりして読むこともある。大多数を占めているのが点字印刷され
た点字の本、それから音訳されてデイジー化された本。デイジーの場合は CD で聞く場合も
あり、サピエ図書館からダウンロードしたものを聞く場合もある。



電子出版はそれほど利用したことがなく、日常的に使っているわけではない。また、図書館
の対面朗読とかで墨字の本を晴眼の方に読んでもらうこともある。



専門書となるといろいろな媒体を使うのが多い。専門書となると点訳、音訳されているもの
が限られてくるため、対面朗読や、墨字の本をたとえば拡大読書器で読むという形になる。



デイジー図書は、倍速程度で読む。点字は決して速く読めるわけではないので、自分のペー
スで読む。墨字の本も同様に、じっくり読んでいく形。専門書に関してはデイジーで読むこ
とは少ない。



対面朗読では、読みたい分野の専門知識を朗読者が持っているかどうかが重要であり、その
方の都合に合わせて図書館に行く。大体 1 時間か、長くても 2 時間。まず目次だけをさっと
読んでもらって、自分が知りたいところだけを読んでもらう形が多い。



読んでいる媒体としてテキストデータもある。ボランティアさんにやってもらうこともあ
り、自分でスキャナにかけて OCR ソフトでテキストにしたものを読む場合もある。

（逢坂）


点字で読んでいる。最近だと、点字毎日 を個人的に定期購読しているので、これを読むの
が一番多い。書籍としては、テキスト、音声データが多い。
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すこし前まであんま・はり・きゅうの関連の仕事をしており、それの専門書とか関連する資
料を読むことが多かったので、興味のあるものは買って、プライベートで音訳してもらって
いた。非常に優秀な音訳の方がいて、時間はかかるがその方にお願いして、出来上がったも
のをデイジーで聞いていた。



雑誌の中にイラストとか表がある場合は、ほとんど省略している。表や図によっては多少説
明を入れていただくことはあるが、音訳していただくときにざっと見てもらい、ここは難し
いので省略していいですかとか、最初に打ち合わせをしてから読んでもらう。



よくソニーの CD ブックを音声で聞いている。ただし新刊タイトルはほとんどない。



雑誌や週刊誌などであんま・はり・きゅう関連の記事があるときはスキャンしてテキストに
して読むこともある。

（白旗）


主にサピエから点字データをダウンロードして、端末（ブレイルセンス）に入れて読んでい
る。それが一番手軽。紙に印刷された点字の本も読むことはあるが、何冊にも分かれたり、
分厚くなってしまう。この端末であればこれ 1 つ持っていれば読める。あとは紙媒体とか、
サピエからデイジーをダウンロードして使うことが多い。スマートフォンを使ってウェブ
上の小説を読むこともある。
「小説家になろう」などのサイトも利用している。スマホでは、
ボイスオーバーで読み上げている。



本を探すときは、まずサピエであるかどうか確認して、なければ点字図書館とかにも調べて
もらい、それでもない場合は墨字の本を書店で探す。急ぐものの場合は見える方に読んでも
らい、急がない場合はプライベートサービスで制作してもらって、3 か月ぐらいかかってし
まうが、それで小説を読んだりする。

(鷹林)


趣味の範囲でいうと、新刊案内を見ながらサピエで探してデイジーで読むことが多い。



社会問題を扱った書籍などはほとんどサピエにはないので、それらは点訳に出してブレイ
ルメモで読む。じっくり読みたいので、何日もかけて読んでいる。



私の周りには小説などでも「人の声が入るのが嫌だ」といいう理由ですべてブレイルメモと
かブレイルセンスで読む人もいる。私自身は限られた時間の中で先に内容を知りたいので、
デイジーを使って少し速くして読んでいる。スマホの利用という意味では、書類を読むとき
に、スキャナかけて OCR アプリを通して読むこともある。

主な読書の場所（自宅や図書館等）、読書の時間帯
（三宅）


墨字の書籍は拡大読書器なり対面朗読を使わないと読めないので、時間を作るしかないが、
デイジー図書、
点字の冊子などについては、自分が読書できる場所をいくつか確保している。
移動しながら読める場所と、落ち着いて固定した場所で読めるところ。デイジーの場合はプ
レーヤーに入れればいいだけなので、ものすごく急ぐときは通勤時間に聞いたりすること
もある。



デイジーの場合ボリュームを上げると耳に負担がかかるので、電車の中では極力デイジー
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は聞かない。点字の場合は、いったん読み始めるとその世界に入り込んでしまうので、移動
するときは点字が多い。
利用している読書手段の利点、不満点
（白旗）


サピエでは、タイトルが分かっている場合はタイトルで検索し、出てきたものから選んで読
む。概要があるものは、それを読んで概略を判断する。あとはタイトルから推測していくつ
かダウンロードして少し読んでみることもある。



私が読みたい小説とかライトノベル、漫画のようなものは少ない。デイジーだけでなく、電
子書籍でも少ない。このため、プライベートサービスに出して点訳するのが一番いい。

(三宅)


サピエの点字データはダウンロードしないと読めないという話があったが、キーワードで
検索しても中身がよくわからないこともあり、概要がないものも問題。サピエ側の手間は増
えるが、もう少し紹介がしっかりしているとダウンロード率も上がるのではないか。

様々な読書手段について、どのような課題があるか
（三宅）


ラジオやテレビで紹介された本の話になってもその本が点訳や音訳されていないことが結
構あり、
話についていけないことはある。
またラジオやテレビで紹介されて「面白そうだな」
と思って調べてみても読める形で入手できないことがあって、少し時間が経たないと読め
ないので、もう少し早く読めるようにしてほしい。



電子書籍については、パソコンは前から使っていて、スマホでも使ってみたいなというのも
あるが、スマホ自体を使いこなしているとは言えない状況。また一度サイトにアクセスした
が、本が画像ファイルで読めなかった経験がある。



個人的な見方だが、オーディオブックは自分としては読書に入れていない。俳優を使って、
かなり演出が入っていたりする。読書は自分で世界観を作るもので、それは全く抑揚がない
合成音声で聞いていても自分の中で世界を作ることはできる。だからオーディオブックは
自分としては、読書を邪魔されているという感じがする。もちろん楽しめるが、読書とは別
物と考えている。

（逢坂）


パソコンは使っているが、スマホは使っていない。

（鷹林）


スマホでいろいろなところにつなぐとき、パスワード入力が大変。メールは少々間違っても
いいかと思うが、パスワードは正確にやらないといけない。あまり短いのはダメとか大文字
と小文字と記号を入れろとか、キーボードを切り替えなければならないのが面倒。

今後利用してみたい読書手段とその理由（利用して見たいものがある場合）
（鷹林）
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新しい墨字の本を買うときに、晴眼者の職員と本屋に行って、表紙とかを見ながらあんな本
があるよ、
こんな本があるよといいながら買うことがあるが、
そういう本の買い方は楽しい。
（一人で本を探すときも）何かそういう方法があるといいなと思っている。



音声 AI を使ったことがあるが、お店の名前などがうまく伝わらず、今一つ。それがあれば
何でもできるわけではない。

（三宅）


LINE やメールは人に聞かせたくないので、音声 AI は使わない。本は読ませたいと思うこと
はある。また入力も、確認する手間を考えるとキーボード入力の方がよい。

その他、読書におけるニーズ・課題等
(三宅)


本を、正確に読めるようになればと思う。しかも墨字の本と同じタイミングで、電子書籍で
もいいし、ちゃんと読めるものができればいい。



本屋さんだと意外なものに出会うみたいな楽しみもある。書店によってはお勧めの本棚を
作ったりとか、POP を工夫したりとか、本当はそういうのを見たい。



電子書籍については、体験している視覚障害者が少ないので、イベント等で体験会などがあ
ってもよい。電子書籍だけでなく、スマホの使い方も同様。

(鷹林)


本を買うとテキストファイルがついてくるみたいなことができるとよい。すでにやってい
る会社もあり、よく使っている。
以上
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社会福祉法人 全国盲ろう者協会
日時：2019 年 12 月 16 日（月） 13:00-14:00
場所：社会福祉法人全国盲ろう者協会
出席者： 橋間氏（社会福祉法人 全国盲ろう者協会 事務局次長）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
読書に支障となる障害の種別・態様


盲ろう者は、見えない・見えにくい、聞こえない・聞こえにくいという 4 つの組み合わせで
分類される。



身体障害者手帳ベースでは、2012 年の調査で盲ろう者は 14000 人だが、もともと見えなく
て、途中から聞こえづらくなってきた場合や、その逆で、もともと聞こえなくて、途中から
見えづらくなってきた場合に手帳をとるメリットがあまり理解されていないこともあって、
手帳をとっていない人も含めるともっと多い。



14000 人のうち 65 歳以上が 7～8 割を占めている。65 歳以下の人は 2～3 割で 3000～4000
人程度、ただしその中で読書をしている人がどの程度かわからない。

障害者の方々がよく利用している読書手段


全盲ろうの方は点字しかアクセス手段がない。目が見える人は拡大文字等で読書している。
また盲難聴の場合は聴力に応じてだが、デイジー録音図書を利用している。大まかにいうと
この 3 つに分類できる。



一部の出版社では、書籍を購入するとテキストデータを送ってくれるところがあり、それを
利用している方はいると思われる。盲ろう者で、アマゾンのようなところから書籍を購入し
て音声で聞くということをしている人は、いたとしてもかなり少数だと推測する。



紙の点字図書の場合は、点字図書館から送ってもらう。点字ディスプレイで読む場合も、サ
ピエからダウンロードして読む。サピエにアクセスできない人は、点字図書館から送っても
らう。



拡大図書は点数が少ないので拡大読書器を利用する人が多い。また電子書籍を使う人なら
パソコン上の拡大ソフトを使う人もいる。



中途で盲ろうになった方がおり、その方は手のひらに文字を書いてコミュニケーションを
とっていた。彼が、母親から「ハリーポッター」を読んでもらったときは、母親が手のひら
に文字を書いて読み聞かせたとのこと。１日に数ページずつ、読んだという話を聞いたこと
がある。

利用している読書手段の利点、不満点


音声読み上げによる誤読を受け入れられるかについては、人による。私自身（全盲）は頭の
体操になると思っていて、それほど気にしていないが、人によっては、意味が掴めず困るこ
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とが多いと思われる。
様々な読書手段について、どのような課題があるか


盲ろう者は移動が不自由。盲ろう者向け通訳介助者の派遣制度もあり、大都市であれば月に
数十時間、東京なら 60～70 時間、大阪なら 90 時間ぐらい利用でき、同行援護を使うともう
少し利用できる。しかし月に利用できる時間が少ないところだと月 20 時間ぐらいしか利用
できない。20 時間だと例えば週 1 回買い物や通院などに利用するとそれだけで終わってし
まい、外に出ることが非常に限られてしまう。



日常的なところでは、インターネットにアクセスできる人であれば検索などして、情報を取
得できるが、ネットにアクセスできない人の場合、どのような本が世に出ているのかという
情報さえも入手できない。



盲ろう者全体でいうと情報機器やサービスにアクセスできる人がそれほど多くない。例え
ばサピエを使える人も、ほとんどいない。またパソコンやブレイルセンスのような情報端末
もあるが、それを使いこなせる人は数えるほどしかいない。



盲ろうの中でも、もともとろうで途中で見えなくなった方の場合、まず点字にアクセスする
ところから努力しないといけない。そして仮に点字が読めても、すべてひらがなで書かれた
ものを理解しないといけない。ろう者の場合、漢字から意味を掴み理解するという人もいる
ので、かな書きと同様の点字にアクセスすること自体ハードルが高い。

今後利用してみたい読書手段とその理由（利用して見たいものがある場合）


視覚障害者・盲ろう者にとって一番ありがたいのはやはりテキスト。



私が受験生だったころは点訳ボランティアに依頼して参考書などを点訳してもらっていた
が、現在電子書籍では数式等がきちんと読み上げできるのか気になる。

主な読書の目的（勉強、娯楽、情報入手のため、等）


時事ネタを扱ったもので点字になっているものは私が知る限りはそんなにない。録音され
たものはある。



出版されているものがいかにダイレクトに届くか。ただでとは言わない、購入するから我々
が読める形式で提供してもらえないか、というスタンス。

よく読まれているジャンルや読みたいジャンル


研究者は、専門書を読みたいという希望があるだろう。



ジャンルについては、個人個人で違う。例えば弱視・視野狭窄で難聴の男性がいるが、iPad
を使って久しぶりに漫画を読んだとのこと。iPad そのものが大きく、ピンチやズームなど
の機能を使って漫画を読むことができた。

盲ろうの方のコミュニケーションについて


もともと聞こえなくて途中から見えなくなった場合手話を使う。弱視の場合は弱視手話、全
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盲の場合は蝕手話でコミュニケーションする。


また盲ベースの中では指点字、ブリスタ（点字用タイプライター）
、パソコンに打ち込んだ
ものを点字ディスプレイで読むなどしている。



盲難聴、弱視難聴の場合は大きな声で話してもらったり、マイク付きの補聴器を使ったりし
ている方もいる。パーセンテージとしては、難聴の方は多い。



弱視で、聴力活用ができず手話が分からない場合は、筆談や、パソコン・iPad などへの文
字入力などを使う。



盲ろう者側からの発信は、もともと見えなくて中途で聞こえなくなった方は発話はできる。
もともと聞こえない方は手話で発信する。先天的な盲ろうの場合は言語獲得そのものが難
しい場合もあり、独自のサインをそれぞれに作っている場合もある。また指文字を使う人も
いる。



コミュニケーションの方法はかなり幅があるので、1 つの製品で全体をカバーするのは難し
いが、書籍へのアクセスという点では音声や点字でのアクセスができるようになることを
望んでいる。



AI スピーカーについては、発話ができる人の中には利用している人もいる。しかし、発話
ができて指示を出せても、そのフィードバックをどう知覚するかが難しい。
「アレクサ、電
気をつけて」ということはできても本当についたかどうか確認できない。このあたりを利用
しているのはごくごく少数にとどまっている。

生活における読書の重要性について


盲ろうの方で本をよく読まれる方もいる。別の言い方をすると、本を読むくらいしか楽しみ
がない。ラジオやテレビは聞けない、話し相手もいない、だから本を読むという話は、よく
聞くことである。

その他、読書におけるニーズ・課題等


手軽に電子書籍が、iPad 当の端末で拡大文字により読むことができたり、テキスト化・点
字化でき、点字情報端末等で読むことができるようになることを望む。また、これらの機器
を活用できるようになるための支援が望まれる。
以上

53

弱視者問題研究会
日時：2019 年 12 月 13 日（金） 13:00-14:00
場所：筑波大学附属視覚特別支援学校
出席者： 宇野和博氏（筑波大学附属視覚特別支援学校）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
団体名


弱視者問題研究会、筑波大学附属視覚特別支援学校教諭としての立場双方から、話を伺った。

読書に支障となる障害の種別・態様


視覚障害（全盲・弱視）



視覚障害者は 30 数万人。５年ごとに厚生労働省が調査しており、年によっては 31 万人だっ
たり 34 万人だったり、30～35 万人の間をいったりきたりしている。



点字を常時利用する人は視覚障害者の 10％なので、30 万人の 1 割として約 3 万人になる。
3 万人の中での見当はつかないが、おそらく今の点字図書館の貸し出し状況からすると、点
字は読めるがデイジーの方が良い、という人のほうが多い。



弱視者の数は正確に把握できていないが、視覚障害者の 7 割から 9 割が弱視者。

障害者の方々がよく利用している読書手段（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使っている
機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


先天的に近いような、かなり幼少期から全盲で、点字に慣れ親しんでいる人達は点字を読む
スピードもそれなりに速く、すらすら読める。点字に切り替える時期は中学生の場合もあり、
また高校生、社会人の場合もあり、年齢も 40・50・60 代など幅広いが、ある一定の年齢に
達した後に点字に切り替えた人は、ある程度のスピードまでは速くなるけど、先天盲の方の
ようにスラスラと点字を読めるようになる、とはいかない。スピードでいうと今の 2 つにわ
けられる。



本当に先天盲の人がみんな点字で読むかというと、先天盲の人でも点字が早く読めるが、耳
で聞く方が楽だという好みの問題でデイジー図書を好む人達もいる。



中途失明の場合はほとんどデイジーだと思うが、先天盲の場合はデイジーだと（朗読者の）
色がついてしまうので、点字のほうがよい言う人も多い。



点字も速く読めるが、デイジーの速聴のほうがもっと速く聞けるため、やはりデイジーの方
がいいと言う層もいる。



点字もデイジーもできるけど、点字を好む人達。点字もデイジーもできるけど、デイジーを
好む人達。点字を読むのが遅いからデイジーを読む人達。の 3 つ。



盲学校の中高生の生徒の中には、色がついてしまう（読み上げ者の声のイメージがついてし
まう）から、ゆっくりでも点字の方がいいという子はいる。
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また、人事院が障害者の採用試験をしている中で、点字も文字拡大もパソコンもというパタ
ーンもあるが、先天盲で点字に慣れている人たちから、パソコンに読ませたほうがずっと速
いので、パソコン受験をさせてほしいという声もある。



パソコンの速聴は本当に早口言葉みたいに聞こえるので、いくら点字が速い人でもそれには
追いつけないため、効率性を考えたらデイジーの方が速い。

読書手段ごとの利用者比率や、読書目的や読書場所に応じた読書手段の選択実態


まったく見えなければ全盲だが、光がわかる程度は光覚という。目の前で手を振っているの
が見えるレベルが手動弁。目の前での指の数がわかるのが指数弁。その次に裸眼視力 0.01
というのがある。手動弁や光格は全盲というのか弱視といってよいか難しい。実際には、視
力 0.01 では文字を読むにはあまり使いものにならない。ただし今は読書機があるので、0.01
よりも見える人たちは点字に切り替えずに大きな文字を読む傾向にある。



仮に 0.01 を弱視のラインとすると、7 割から 9 割のうち強度の弱視になると拡大読書機で
読むと目に負担がかかり疲れるため、読書になるとデイジーの方が楽だということが言え
る。



視力や視野の程度にもよるが、軽度の弱視だとデイジープレーヤーを無償で入手できない
し、なかなかデイジーに触れ合う事もないため、拡大文字の本を買ったり借りたり、もしく
は自分でルーペや拡大読書機で見たり、データであればそれを拡大して画面上や紙面上で読
む人たちが多くなっているものと思う。視力は低くなればなるほどデイジー率が高くなって
いく。



デイジー録音図書でない対面朗読は、昔よりは減っている。デイジーであればデータでやり
とりができる、家でデータをダウンロードすれば読めるので、わざわざ図書館に足を運んで
対面朗読を予約して本を読んでもらうことが昔より必然性がなくなった。



デイジープレーヤーがあれば通勤途中に読む人もいるし、旅行中の新幹線の中とかで聞くこ
ともあるし、在宅で読むこともある。



デイジープレーヤーもポータブル化されており、最近ではボイス オブ デイジーのアプリ
を iPhone にいれている人も増えてきており、暇さえあればどこでも聞ける状況にはなって
きている。

主な読書の場所（自宅や図書館等）、読書の時間帯


対面朗読の例として、電化製品の取説を読んでほしいといった特別なニーズはある。書籍以
外のテキストを図書館に持ち込んで読んでもらっている人はいる。



図書館に行く事が視覚障害者にとってハードルがあるので、デイジー図書をダウンロードで
きるようになる前も、デイジープレーヤーの CD を送ってもらう方法が主だった人が多い。
相当モチベーションが高くないと図書館に足を運んで対面朗読を利用するというのは敷居
が高く、昔より減っている。
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利用している読書手段の利点、不満点


点字については、昔はアナログの点字本を図書館から送ってもらい、読み終わったら返送す
るというやり方。サピエ点字図書データはダウンロードできるので、手元の点字ディスプレ
イ付きのブレイルメモとかブレイルセンスという機械を使って読んでいる。



点字ディスプレイでは、1 行ごとに表示させて読むことができる。それら機器を持っていれ
ば、相当のデータが入る。点字というのは墨字書籍の 1 冊が、点字にすると 5 冊にも 10 冊
にもなってしまう。データだと大容量なので、それと比べれば持ち運びが楽になった。



点字に習熟してない人は、習熟に手間と時間がかかってしまう。習熟したとしても読む速度
が遅ければ時間がかかるという課題が中途失明者には当然ついてまわる。



デイジープレーヤーは、そもそも視覚障害者の 1 級と 2 級にしか補助がない。このため視覚
障害者 3 級以下の人やディスレクシアなど識字害の人はほぼ買えない。高い製品は 8 万以
上、安いもので 4 万円はするので購入には勇気がいる。ボイス オブ デイジーなら 3100
円でアプリを買えるので、これからはこれが伸びてくると思っている。端末入手の問題は大
きい。



利用手続きの問題もある。サピエにしろ国会図書館にしろ、最初の登録のハードルが高い。
障害者手帳のコピーを国会図書館に提示してＩＤとパスワードをもらう。ＩＤとパスワード
をデイジープレーヤーに一度記憶させれば次からは簡単に利用できるが、初期の手続をする
のは難しいと思う。このため協議会では、利用するための指導をどうするかということが議
論になる。そこの難しさが録音図書にはある。



拡大図書は圧倒的に数が少ない。ほとんど普及してない。また弱視者に郵送する必要があり、
郵送費がかかるのでほぼ出来ない。点字や録音図書は無料で郵送できるが、拡大図書は有償
での郵送。相手が寝たきりの人ディスレクシアの人でもコストがかかる。点字やデイジーの
郵送は無料で送ったり戻したりできるが、拡大図書にはその仕組みがない。拡大図書は圧倒
的に数が少ないうえ、図書館とのやりとりに問題がある。



拡大図書については、個人によって読みやすい字体の問題もある。最大公約数としては 22
ポイントのゴシック体というのがあるのだが、それに合致しない人もいる。



書籍のテキストファイルが提供されることが増えていけば、自分で拡大したり色を変えたり
するのは簡単だが、今のところ文字が映し出せるデータ（テキストデイジー）はサピエにも
国会図書館にも非常に数が少ない。音声デイジーがほとんどという状況。



今、点字図書は約 21 万タイトルあり、録音図書は 9 万タイトルあるが、マルチメディアデ
イジーはまだ千もいってない。テキストデイジーは数千タイトル、いずれにせよ点字や録音
図書とは桁が違う。



電子書籍にもオーディオブックや、Kindle のような文字データを VoiceOver で読めるもの
も結構あり、視覚障害者の中でもオーディオブック、サピエにない書籍を俳優がかっこよく
読んでいる物を利用し始めている人はいる。また Kindle 等で読み上げ可能な書籍を購入し、
VoiceOver で読んでいる方もいる。



ただ、今のご時世どこまで本にお金をかけるのか、一冊二千円、三千円の本を月に５，６冊
買っている人が多いかというとそうでもない。電子ブック、電子書籍やオーディオブックは
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正直一回読むと二回目はあまり読まない。となると一冊が 1600 円といわれると、図書館や
サピエで借りられないかと思う。


障害者の多くは割と収入が低い。音楽は一曲 100～150 円とかで購入できるので、それだと
生徒も買えるが、生徒の限られたお小遣いの中で 1600 円の本を買うかとなると難しい。

様々な読書手段について、どのような課題があるか


学校の教員の立場としては、とにかく圧倒的に参考書、専門書、問題集の分野の手当が足り
ていない。中学生、高校生はかろうじて教科書は対応しているが、専門書・問題集は全然対
応できていない。大学生になっても、みな教科書問題にぶち当たっている。



大学支援室が頑張っているところだと、教科書を学生支援室に持ち込むと、スキャナーで読
み込みをしてテキスト化してくれる、という形でなんとか教科書を読むことができる。



専門書、参考書がテキストで手にいれるのが困難である。これは単に小説を読むとかとは次
元が違い、教育をうける権利にかかわる話でもあるので、とくかくここはテキストベースに
しもらい、子供たちのバリアフリーということを考えていただきたい。



サピエも圧倒的に文芸書が多く、児童書は少ない。幼児、児童が聞けるものが少ない。視覚
障害者の人数のバランスを見ると圧倒的に高齢者が多いが、児童書とか参考書、問題集は違
う次元で考えていただきたい。



日本の読書バリアフリーの問題は視覚障害者、特に全盲を中心に手当が進んできていた、だ
から点字図書が 21 万タイトルも蓄積がある。録音もそこそこ充実しているが、弱視対応の
拡大文字等の対応がなされてこなかった。



また、重度障害や寝たきりの人を読書障害者と認知したわけだが、この人達に対する手当と
いうのは蓄積がほとんどない。この人達のニーズは録音図書で対応できると思うが、デイジ
ーを聞くよりは目で読みたいというニーズに対応するにはテキストベースの媒体を、買うに
しろ借りるにしろそろえていくことが必要だと思う。



合成音声はぎこちないが、わたしが思うには論説文やニュースや随筆系はセリフがないの
で、合成音声で事足りる。



誤読はこまるが、ニュースなどでも「菅（すが）官房長官」「菅（かん）元総理」の読み方
は単語登録や AI に頼るしかない。「将棋は羽生（はぶ）」「スケートは羽生（はにゅう）
」こ
れも AI に学習してもらうしかない。



合成音声に頼る場合は AI に頼るか、単語登録をクラウド上で、高いレベルでしてもらえる
とそれはありがたい。SSML で正しい読みを付与することが一番良いのだが、出版社の負担
をどう乗り越えるか課題がある。小説みたいなものは肉声に勝るものはない。一方で論説は
合成音声での方が速いし、それで克服できると思う。



読書障害者のサポートというのは基本的にはボランティア。これまでは「旦那は働く、奥さ
んは主婦をする。
」というのが日本家庭像であり、その専業主婦の人達がやってくれていた
が、その方たちの平均年齢があがりボランティアがたりなくなった。もうボランティアに頼
るのはやめ、テキストベースのデータを買うなり借りるなりしていく方法が求められるので
はないか。そしてテキストから点字に変換して多少校正していく。合成音声ならすぐいける。
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文字拡大にもすぐいける。


30 年後はボランティアみんないなくなっていますとなったら、読書障害者のサポートは誰
がやるのか、という事になるので、ここは今までボランティアがやってきた事を出版社や公
的機関にシフトしていかないといけないと思っている。

よく読まれているジャンルや読みたいジャンル


ジャンルで足りていないのは、児童書。これはデイジーも少ない。意外とサピエの中で人気
があるのは時代小説。



中高生はどこでも同じだと思うが恋愛小説が好き。青春ものとかは人気がある。

ジャンルごとに適した読書手段の違い


時代小説は音声デイジーがいい、これはセリフがあるからやっぱり肉声がいいと思う。これ
は図書館に買ってもらうでもいいし、音訳ボランティア任せてもいいと思う。



参考書・専門書はテキストベース。これは合成音声で読み上げ、パソコンベースで 1 行上が
って下がって 1 文字ずつ確認することもある。つづりを確認したりする読み方が必要にな
るので、テキストベースが適している。テキストベースで求めたいものと、音声がいいもの
とがある。



幼児本は点字か拡大。データ（電子書籍）よりも紙ベースの方がよい。テキストをほしがる
のは中高生以上～大学生まで。本の種類や、高齢者など対象者の世代等によって媒体を変え
るようにすればよいを思う。

1 カ月あたりの読書量（冊数、ページ数等）


読書好きの高齢者になると、ずっとデイジーを聞いていて月間 40～50 冊読むという人もい
る。デイジープレーヤーをたえず胸ポケットに入れて、ずっと聞いている。つまり一日 1 冊
以上になる。一方、図書室の司書がいっていたが、全く借りに来ない子もいる。

その他、読書におけるニーズ・課題等


視覚障害者サポートのための出版社からの書籍データの提供については、漢字かなレベルで
ないと難しい。出版社に全部ひらがなにしてくれとか SSML だけ提供してくれというのは現
実的ではない。ひらがなだけより、漢字が入っていたほうがアクセントやイントネーション
を正しく読んでくれる。
「空から雨が降ってきた」とかは漢字でないと正しいアクセントに
はならない。



出版社側から、テキストが流用されたら困る、テキストだと DRM が入らないという話はあ
る。出版社にも負担を少なくする、テキストまでやってくれ、ではなく EPUB でいいよ。と。
そして EPUB から障害者用のシステムを作って、出版社に負担をかけない形で展開していく
ような仕組みを開発していく必要があるのではないか。



出版社側は少なくとも EPUB だから DRM がかかっている状態。そうすると障害者の点字まで
はクローズドな仕組みで管理し、生のテキストが漏出しないような仕組みにする。出版社側
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からすると DRM で保護した状態で提供し、視覚障害者からするとエンドユーザーが一番欲
しい媒体で入手できる仕組みを作るのがベストだと思う。


電子機器の操作性については、初心者、高齢者にはデイジーでさえ習得が難しい。とにかく
ＩＤ・パスワードで引っかかって、それが終わったあとも検索で引っかかるなど、読書にた
どり着くまでに障壁が多い。



（音声 AI の）アレクサはオーディオブックを読み上げることができるので、今この仕組み
をサピエに持ち込めないかと研究を始めている。近い将来もしかしたらアレクサはサピエに
つながるかもしれない。ただし現状では、アレクサもＯＫグーグルもサピエには繋がってい
ない。
以上
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社会福祉法人 日本点字図書館
日時：2019 年 12 月 20 日（金） 9:00-10:30
場所：社会福祉法人 日本点字図書館
出席者： 長岡英司氏（社会福祉法人 日本点字図書館 館長）
野村勝之氏（社会福祉法人 日本点字図書館 総務部長 兼 事業部長）
和田勉氏（社会福祉法人 日本点字図書館 図書制作部長）
勢木一功氏（社会福祉法人 日本点字図書館 利用サービスｓｓｓ部長）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
伊敷政英（Cocktailz）

読書に支障となる障害の種別・態様


視覚障害（全盲、弱視）



うちに利用登録している方がおよそ 12500 人、その中で 60%程度の方たちがサピエの利用登
録をしている。地方の点字図書館では 20-25%程度の方がサピエの利用登録をしているので、
ここは中央と地方で差がある印象。



視覚障害は高齢になってからなる人が多い。厚労省の調査でも 65 歳以上の視覚障害者が 7
割ぐらい、そして失明原因の 1 位は緑内障、2 位は糖尿病網膜症ということを考えると、加
齢による理由が大きい。

障害者の方々がよく利用している読書手段。（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使ってい
る機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


サピエを利用者は、この 1 年から 1 年半ほどの間にスマホからの利用が増えている。ボイ
ス

オブ デイジー のようにデイジーオンラインに対応したアプリが出てきたことで、6:4

よりは 7:3 に近い割合で、パソコンよりもスマホからの利用のほうが多くなっている。


サピエデイジー Online サービスは、サピエ図書館の提供するサービスを、デイジーコンソ
ーシアムで策定・公開されている DAISY Online Delivery Protocol1.0 に準拠した形式で
コンテンツを配信するサービス。これに準拠したアプリケーションソフトの開発申請が数
件出されており、これから 2 年ほどの間でデイジーオンラインの利用はかなり増えると思
う。



サピエを利用している方は 6 割で、4 割の方はサピエを利用できない。このような方にはこ
ちらでサピエからデータをダウンロードして、SD カードなどに保存してお送りするサービ
スを提供しており、かなり好評である。



録音か点字かは、8：2 ぐらいで録音のほうが多い。また冊子としての点字図書の利用につ
いては、統計ではこの 15 年ほどで半数以下に減っている。



65 歳以上の場合、点字使用と ICT タブレット使用を比べると点字使用のほうが多い。65 歳
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未満だと ICT タブレットの利用のほうが多いが、それでも点字も利用している、学生は特に
点字を利用するので、点字の利用が少ないというのは違う。
主な読書の場所（自宅や図書館等）、読書の時間帯


読書の場所は 9 割以上が自宅。来館というのは公共図書館のイメージだと思うが、少なくと
も図書を借りて返すというところについては、9 割以上が電話やインターネットを通じての
申し込みになっている。



1 割は来館している。近所にお住まいの方、日本点字図書館に来るのが楽しみという方もい
る。例えば用具部で新商品をみて、点字教室の講習を受けて、それから 3 階の自販機コーナ
ーで友達と一服して、そのなかでちょっと図書を借りたり返したりしようか、というような
過ごし方。

利用している読書手段の利点、不満点
点字


点字というのは非常に有用で確実な情報伝達手段。点字データを読むだけではなくて、通常
のテキストを点字にリアルタイムに変換して読むことで、かなり理解が深まる。また変換の
精度も上がってきている。



音声は一過性であり、
少なくとも併用、ロービジョンの場合は音声と視覚からの情報の併用、
そして可能であれば点字をはじめ触覚による情報伝達を併用することが非常に大切だと考
えている。



点字教室は中途失明が多い。ただ中途で障害を負った方の場合、中には障害受容のひとつと
して点字を勉強する方もいらっしゃるが、それよりは残された視機能を活用したいという
方のほうが多い。今はロービジョンケアもそういう方向になっている。点字の習得は脳の回
路を新たに開くようなものなのでなかなか難しい。



うちの受講生でもすらすら読めるようになるのは難しい。それでも点字を読めるのと読め
ないのとでは生活の質が全然違ってくる。少しでも点字が読めれば、身の回りのものに点字
のシールを張って識別できるようにしたり、駅の券売機等も点字が増えてきているので、す
らすら読めるところまでいかなくても少しでも読めれば全然違う。今は行政からの郵便物
にも点字がついてきている。



音声合成で読む、ピンディスプレイで読む、いい点訳者が点訳したものを読む、それぞれの
違いは、例えば音声合成で読んだ場合はストーリーは追えるが XML のコードの部分が分か
らない、ピンディスプレイの変換で読むと書式の部分がぐちゃぐちゃになり、また図等が、
わからない、それに対していい点訳者が点字・点図にもしてくれたものを読んだら、詳細ま
でよく理解でき、原本の細かいミスまで見つけることができた、といったように、詳しく正
確に読むためにはそれに適した読書手段が求められる。特に、図に対応できるのはやはり点
字。



点訳ボランティアが少ないという課題はやはり大きい。これまでは専業主婦がボランティ
アに参加してくれたが、高齢化や共働きの増加で担い手が減っている。また講習会を受講す
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る方の中には、点字のルールの厳しさについていけずに断念してしまう人もいる。


小説のようなものを点訳するのはそれほど大変ではないが、XML のようなものを点訳するた
めには、その専門知識が必要になる。あるいはレイアウトが複雑で、横書きに縦書きが混じ
っているようなものは、どういう順番で出すか、音声も点字も一次元的なものなので順番に
出すしかないので、その順番が大切になる。また見出しとして出すか、あるいはリストとし
て出すか、そういったことをうまく考えられるとわかりやすい音声や点字で情報伝達でき
る。これは翻訳というより編集能力になってくる。

テキストデイジー


テキストデイジーは、サピエ図書館を利用していない方の多くは、プレクストークというデ
イジー再生器を使っている。合成音声が入っており、とにかく情報がほしいという方にはよ
い。またボイス オブ デイジー は 11 種類の合成音声が入っている。最近の合成音声は割
と人間の声に近く、かなり自然に聞ける。ボイス オブ デイジー はそうした意味でも、
特に弱視者の方にはかなり使われていると思う。



テキストデイジーを合成音声で読む方で、誤字脱字を気にするかどうかは人による。ただ内
容が理解できるからそれでいいという方もいて、大きく分かれている。またうちでは一部合
成音声の図書を受け入れているが、これも内容が分かればいいという方もいれば、もう 2 度
とああいったものは受け入れないでほしいという声もある。



以前は点字図書の制作依頼だっただろうというものが、テキストデータやテキストデイジ
ーで制作してほしいという要望に変わってきている。点字図書にするには時間がかかるの
で、テキストやテキストデイジーであれば本を裁断してスキャンして OCR かけてというよ
うに作業するので、点字図書と比べると早くできる。



また、音声デイジーだと作るのに 3 か月とか半年とかかかる。利用者の中にも、とりあえず
情報がほしいときにはテキストデイジーで聞いて、音声デイジーができたところで改めて
ゆっくり聞くという方がいる。

録音図書


録音図書を速度を上げて聞くかどうかは人による。朗読がうまい人の読み上げは、速聴にも
耐えられる。



耳は大切にしないといけない。数年前からスクリーンリーダーでずっと聞いていた方が難
聴になるケースが増えているという話を聞いたことがある。

様々な読書手段について、どのような課題があるか


高齢者でスマホを使いこなす人もいるが、デジタルデバイドはまだまだある。年長者はタッ
チスクリーンが好きでない人も多い。デジタルデバイドはとくに年齢、それから視力を失っ
てからの年数、このあたりが影響している。
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よく読まれているジャンルや読みたいジャンル


点字図書館で最も読まれているのはやはり現代小説。全体の 75%は日本の小説で、点字化の
リクエストも小説が多い。



専門書、あとは国家試験のための参考書を点訳してほしいというニーズがある。これは試験
の時期が決まっているので、いつまでにこの本を点訳してほしいというリクエストがくる
が、内容（点訳化）が難しいなど、要望に応えられない場合がある。



センター試験の問題は、受験者が選択した科目の過去問は寄贈されるけれども、受験者がい
ないものは寄贈されない。また、正解は寄贈されないので、新聞等で見て点訳する。



プライベート制作について、できる・できないの問題はあるが、できるものについては受け
ている。
ただし待ってもらうことはある。
試験関係については、
どのくらい待てるか聞いて、
場合によっては優先順位を調整して対応する。



ライトノベルのようなものはあまりリクエストが多くなく、読み上げで聞く方が多いのか
なと感じている。



多くの図書館ではテキストボランティアの養成を始めているが、我々は独特な仕組みがあ
る。国会図書館と一緒にやっているが、OCR をかけたデータを「みんなでデイジー」という
サイトに登録すると、みんなで校正していける。そしてある程度精度が上がったものを再確
認して、そこからテキストデイジーを作るという手順。それでも 100%というのは難しくて
取りこぼしがあるので、3 種類の PDF を比較してどれが正しいか見極めている。



コンテンツの質という点では、点字図書館の場合は制作基準とがある。録音委員会や点訳委
員会があって、そこで定めた制作基準にのっとって制作する。しかし公共図書館の場合はそ
うした基準が整備されていないことが多い。



点訳にしても朗読にしても、これから人材確保が難しくなってくる。



小説とか文芸はやはり人が読む方がいい、微妙なアクセントやイントネーションの違い、あ
とは間の取り方が不自然だと非常にストレスになる。そこで、この部分にはマンパワーを注
ぐ。一方で教養書については合成音声で十分理解できる。またテキストデイジーは、点字に
変換できるのでよい。このように分野によって使い分けをして提供していくことが肝要。

その他、読書におけるニーズ・課題等


点字の制作を行うときに、テキストデータがあると圧倒的に効率化が図れる。またプライベ
ートの場合で、図などが少なくてある程度分量があって、かつ本人から本を壊していいとい
う承諾を得られたものであれば、本を壊してスキャンして OCR かけてテキスト化したもの
から点字にすると効率よく作成できる。



サービスの現場から言うと、書店に本が新刊で今日出るとしたら、同じタイミングで録音も
点字もバッと出るというのが、最大のニーズだと考えている。ただ、図書館は貸出待ちがな
いとか、何人でも同時に貸し出しできるとか、一般の公共図書館よりも断然有利であり、出
版社側の立場から、図書館では新刊が出てすぐには貸し出しをしないでくれというような
話もある。



視覚障害者にとって、新刊情報は案外取りにくい。視覚障害者はテレビやラジオで聞いても
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正確なメモが難しいし、新聞やニュースはあったとしてもその字がどうなっているのかわ
かりにくかったりする。
一方、
点字図書館側では、
新刊情報は雑誌については提供しており、
書誌情報は TRC から提供を受けて着手の時に活用している。図書館というか作り手側が新
刊情報を把握して着手していくことはある。


レコメンデーションや、これまでの読書傾向から次に読む本をお勧めしてくれるとか、キー
ワードを入れると関連する本を紹介してくれるような機能が出てきていますが、そのよう
なニーズもある。本のタイトルや出版社名、著者名を言われる方も多いが、内容とかでなん
かいいのないかなという要望も結構あるが、それを探し出すのは難しい。今のサピエ図書館
では人気のある本のランキングとか、ジャンル検索、キーワード検索もあるのでそれを紹介
する。



これまでの読書履歴から推測して本を紹介する点については検討しており、まだ正式決定
ではないが業者と話を進めている。こういう機能がサピエにつくと、検索が苦手な方には便
利になる。ただ、履歴については個人情報でもあるため扱い方を考える必要がある。



AI スピーカーを活用したサピエについても、できるだけしゃべらせないで、とにかくシン
プルにしましょうということで考えている。以前文字入力を全部音声でやろうというのが
あったけど実現しなかった。しゃべることへの負担っていうものはあるので、サピエも全部
しゃべるのではなくて、手で触って操作するのと併用していくことが肝要。



サピエで読みたい本が登録されていないとき、サピエから入っていって、
（電子書籍ストア
に行って）購入もできるというのがいいかなと思う。電子書籍ストア側も、ウェブサイトを
視覚障害者も使えるようにしてほしい。
以上
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全国視覚障害者情報提供施設協会
日時：2020 年 1 月 7 日（火）
場所：全国視覚障害者情報提供施設協会 事務局
出席者： 竹下亘氏（全国視覚障害者情報提供施設協会 理事長）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
読書に支障となる障害の種別・態様


サピエと点字図書館を利用している方の 90 数パーセントは障害者手帳を持っている視覚障
害者。統計上は、視覚障害者 31 万人のうち 8 万人。そしてサピエの利用等において、読み
書きに障害のある方などが数百人利用している。2010 年の著作権法改正で身体障害者の対
象範囲が広がり、サピエの開設当初から読み書きに障害のある方も対象に含まれている。

障害者の方々がよく利用している読書手段（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使っている
機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


読書バリアフリー法でいう特定電子書籍と特定書籍については、ネットに乗らないものの
利用が実際にはかなり多い。録音図書の貸し出し（CD とカセットテープ）は 2016 年で 81
万タイトル、点字の貸し出しは残念ながら漸減しており 6 万タイトル強。



ネット利用のほうは、圧倒的に多いのが音声デイジーのダウンロードもしくはストリーミ
ング、続いて点字データのダウンロード、それからテキストデイジーのダウンロード、この
3 つ。



デイジープレーヤーはネット利用と現物の CD と両方ある。点字の場合も紙と点字ディスプ
レイ。テキストデイジーはプレクストークの一部とパソコン。テキストデイジーはまずパソ
コンから始まり、2010 年以降どんどん広がっていって、その後プレクストーク、あと最近
はスマホからの利用も増えている。



拡大読書器で読まれる方も大勢いて、拡大読書器の紹介もしているが、どのくらい読んでい
るかは全視情協では把握していない。



対面朗読は、点字図書館での利用はそれほど多くない。当館が一番多くて、2 時間の利用で
年間 700 件くらい。対面朗読は公共図書館のほうが多い。公共図書館であれば現物の本がそ
こにあるのが、点字図書館の場合はお持ちいただく必要がある。



点字を読める方が全体の 1 割程度。点字を読める方の場合は、点字、録音、デイジー、場合
によっては電子書籍という選択肢がある。点字を読めない方だと録音かデイジーかという
選択肢になる。統計があるわけではないが、基本的にはその方の好みの方法で読むことが多
い。その中でも圧倒的に音声デイジーで小説を読む方が多く、仕事や研究の都合でいろいろ
資料を調べたいという方もいる。
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主な読書の場所（自宅や図書館等）、読書の時間帯


自宅で読まれる方が多いが、ネット利用できる方は通勤途中や移動中に読まれる方もそれ
なりにいる。特にスマホになってからはそう。

利用している読書手段の利点、不満点


一人一人にあった方法で読書の支援をしている。ネット利用ができない方には現物貸し出
し、CD が使えない方には今でもカセットテープを貸し出しているなど。ネットを使える方
はもうなんでもできる。ただし、個別に合わせていくのは選択肢が増えていくので、機械へ
のつなぎ方をお電話でお伝えしたり、ネットのつなぎ方も説明したり、非常に多岐にわたっ
て利点を生かすような、あるいは課題を克服するようなサポートが必要になっている。

様々な読書手段について、どのような課題があるか。


デジタル環境でどんどんアプリが出たり、iPhone の新しいバージョンが出たりする状況に、
目が見えない方の中にはついていけない方もいる。iPhone のバージョンがいつの間にか変
わり、ネットにつながらなくなるなんてこともある。



最近では高額なデイジー端末が OS のバージョンアップで使えなくなるといったことも起こ
っている。市場が狭いのでメーカーがバージョンアップについていけず、新しい機器を買っ
てくださいということになってしまう。日常生活用具の給付制度では、こうした機器の耐用
年数は 6 年とか 7 年になっていて、途中で使えなくなっても 6 年 7 年たたないと新しいも
のは買えない。



全視情協として、利用者は漸減しても点字は視覚障害者の文字として絶対にやめない。これ
は健常者の読書環境も一緒で、紙が減って電子書籍は増えているけれども、じゃあ紙をなく
していいかというとそうではない、点字も同じ。ただ点字の本はとにかくかさばる。私たち
が所蔵している本の書庫はどこも満杯になっている。



音声デイジーについては音訳の質の差が課題で、利用者によっては「こんなの聞けない」と
いわれることもある。質の問題を考えるときに、音訳の方はボランティアでのため、どこま
で指導できるかというのがある。質を上げながらどうやって量を上げるかというのが大き
な課題。点字の場合はある程度標準化できるし、校正の段階で修正もできる。けれど音声の
場合は校正ができない、誤読は消せるけれども読み方の問題は残る。



音声の場合は長いものだと 1 年かかる。その間にボランティアさんご本人が病気になった
り、家族の介護とかあったりもする。さらに、デイジーは 2 回校正するので、その時間もか
かる。



本の操作については、デイジーはアナログのころと比べるとかなり改善されている。紙より
テキストデータのほうが検索性は高い。また、サピエでは書誌情報を登録しているので、本
の内容もある程度事前にわかるようになっている。



当館の毎月の広報誌を活字と点字と、デイジーとテキストデータと 4 媒体出しており、メイ
ンコンテンツに「今月の点字図書」があって、多数の方はこれを読んで、関心のあるものを
借りるという流れ。読みたい本を探す際に、いわゆる墨字の本でこういうのが出ているって
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いうのを知ってサピエでその本を探すという方は、それほど多くない。
今後利用してみたい読書手段とその理由（利用して見たいものがある場合）


スマホやタブレットを利用する方は増えている。ただ統計はない。全視情協では、全国の利
用者に対して、パソコンを始め様々な電子機器やスマホに関し、Q&A で対応している。その
中に視覚障害者の IT のエキスパートが 5 人いて、絶えず電話や来館での問い合わせに対応
している。最近はスマホに関する相談が増えている。

主な読書の目的（勉強、娯楽、情報入手のため、等）


パーセンテージで考えるなら圧倒的に趣味や娯楽が多い。ただ仕事や勉強で読みたいとい
うニーズもあり、当館では専門書のほうに力を入れている。ただし専門書は作るのがなかな
か大変。もちろん時代小説を読むのも大変だが、専門書の場合は下調べをしたり、図や表を
どう読むかとか、単に読む以外の準備が必要になる。

生活における読書の重要性について


中途で視覚障害になられた方が点字図書館を知るにはかなりの距離がある。見えなくなっ
て困ったときに自治体の障害福祉課などへ行くが、そこで点字図書館のことを教えてもら
えないことも多い。担当の方が 2，3 年で異動になってしまい、自治体側に情報がないこと
もある。



数十年前なら、見えなくなったら盲学校へ行ってあんま・はり・きゅうの資格を取る、とい
う道だったが、今はいろんな選択肢があって、ある人は拡大読書器があれば本が読める、あ
る人はパソコンを使いたい、そういう中でなかなか視覚障害者に情報が届かない。



最近出てきているのがスマートサイト（パンフレット）
。これは各地で盛んに取り組まれて
いて、眼科で配ってもらうものだが、都道府県内の福祉施設などへのリソースが書かれてい
る。大阪の場合は眼科医会と連携して、市内の眼科へ行けば、こういうのをもらえて白い杖
をもって歩いた方が安全じゃないかとか、そういう支援を受けられるようにしている。



視覚障害者にとって、読書以外に新聞やテレビ、ラジオ、パソコンなど情報入手の方法があ
るが、そのなかで読書はに親しんでいるのは、視覚障害者 31 万人のうちサピエや点字図書
館に登録している人が 8 万人、その中でアクティブな方を仮に半分とすると 4 万人。全体
から見れば 10 数パーセント。だから読書はそれほど多くない。一方テレビは多い。コアな
ラジオファンもいるが、見えないからラジオっていうのは違っていて、とくに中途の方だと
それまでずっとテレビがついていたので、見えなくなったからテレビはつまらないという
より、今までと同じようにテレビで見たり聞いたりしている。最近は音声解説も増えている
こともある。

その他、読書におけるニーズ・課題等


点字化、デイジー化のための選書については、図書館によって違う、だいたいは選書委員会
というのがあって、利用者やボランティアの推薦があったものとか、職員が見つけた物から
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決めるというのが多い。館によってはボランティア任せで、ボランティアさんが読みたいと
いって持っていたものをやるところもある。そうすると、人気のある本は割と出てくるが、
専門書などはなかなか出てこない。
当館でも選書基準をもっていて、ジャンルとか構成とか、
専門書もしっかりやれるようにしている。サピエに登録があるかどうかとかも見ている。


当館や一部の館では専門点訳に力を入れていて、当館では 30 数年間、専門点訳の養成コー
スを 3，4 コースやっている。それも外国語、楽譜、理数、図や表の勉強会もある。



ボランティアの方は人によって違うが、多い方だと年に 2，3 冊読む。



なかなか進んでいないですが、我々の取り組みで「ハイミー」というものがある。これはハ
イブリッドメディアで、
地の文章は合成音声でやって、図や表だけ人の声で読むというもの。



視覚障害者等の読書を支えているのは全国 2 万人のボランティアだが、減ってきている。



全視情協の立場でずっと申し上げているのは、点訳や音訳を公的な資格にしてほしいとい
うこと。障害者総合支援法の中に地域生活支援事業というのがあり、その中に意思疎通支援
事業がある。点訳、音訳、手話通訳、要約筆記、広報の発行などがメニューにあるが、都道
府県と市町村がそれぞれ費用負担していて、奉仕的な要約筆記と手話通訳者は必須事業、手
話通訳士になると報酬が支払われる。しかし点訳、音訳は任意事業でしかも無償、奉仕。そ
の理由としては、長きにわたってボランティア文化が出来上がっているから。その人たち手
話通訳は 90 年代からで開始が遅れたわけだが、
権利としては認められて必須事業になった。
自治体は予算配分があるため、必須事業が優先で点訳・音訳の予算が削られたり、やめたり
したところもある。それでボランティアに作ってもらえばいいという本末転倒な話。全部を
有償では難しいかもしれないが、たとえば専門点訳、音訳とか、公的な点訳や音訳について
は有償で実施すべき。
以上
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DPI 日本会議
日時：2020 年 1 月 8 日（水）
場所：埼玉県内の喫茶店
出席者： 見形氏（DPI 日本会議）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
読書に支障となる障害の種別・態様


肢体不自由。脊髄性筋萎縮症で神経難病。普段の生活で介助者が付き、車いすでの移動でも
介助者にサポートしてもらっている。



読書に関しては、自身で本をめくることが困難。

障害者の方々がよく利用している読書手段（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使っている
機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


ボイス オブ デイジー や、出版社からテキストデータを送ってもらって読んだことはあ
る。スマートフォンでアプリをダウンロードしてデイジーを読めるようにしている。携帯だ
とイヤホンで聞く。パソコンにも入れていて、パソコンだとテキストを読むこともできる。
音を聞くだけでなく、見ながら聞いている。読むスピードは通常の速度。視覚障害者の方の
ように速聴することは難しい。



テキストデータは自分でスクロールして、めで読んでいル。本以外の議事録とか皆さんから
いただいた資料も同様。鈴木： パソコンを使えばスクロールは自分でできる。

主な読書の場所（自宅や図書館等）、読書の時間帯


自宅で時間があるときに読む。移動中に読書するのは難しい。

利用している読書手段の利点、不満点


ボイス オブ デイジー は価格が 3000 円とやや高いので、上肢障害を持つ友人に勧めて
も、あまり使ってもらえない。



ボイス オブ デイジーのいいところは「ながら」ができるところ。家事しながらできる、
音楽と同じように聞けるところがいい。悪いところは、今まで目で見て理解することが主だ
ったので、音声だと頭に残りにくい、記憶しにくい。本を聞いていても、
「あれ、この人だ
れだっけ」となってしまう。そして戻して聞き直すのも難しい。



デイジーのナビゲーション機能などは使っていない。



読みたい本を探すことについては、検索ができるのであまり困っていない。これが読みたい
というときは、作者を入力して、結果が一覧で出てきた中で「これでいい」といった形で選
んでいる。そういう方が（新たな出会いがあって）面白い。あとはキーワード検索。例えば
車いすとか障害者といったキーワードを入れて、出てきた本を読んだりする。
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ボイス オブ デイジーの場合、読みたい本はサピエに行けば大体ある印象。



電子書籍は使っていない。
使い勝手が悪いなどの理由ではなく、単純に使うきっかけがない。



ネットで情報を探す場合なども含め、情報入手は目で読むことが多く、耳で聞いて情報入手
することは少ない。必要に応じて、フォントを大きくして読むこともある。

様々な読書手段について、どのような課題があるか


肢体不自由者の中で、サピエのような読書手段があることが全く認知されていない。知り合
いに紹介することもあるが、あまり反応がない。

今後利用してみたい読書手段とその理由（利用して見たいものがある場合）


漫画は読みたいなと思いながら読めていない。雑誌も同様。スマホだと画面が小さいので、
漫画を読むのは疲れてしまう。友人も同じことを言っている。

1 カ月あたりの読書量（冊数、ページ数等）


読書は月に数冊程度。

生活における読書の重要性について


情報入手はテレビなどのメディアが中心。新聞も取りたいと思っているが、取れていない。



友人で DVD をよく見ている人がいる。自分の周りの肢体不自由者は、読書はしないという人
が多い。あとは介助者がページをめくって読んでいる人もいる。施設にいる人は、ずっとベ
ッドの上でパソコンを見ているような生活で、そこしか居場所がない人もいる。

その他、読書におけるニーズ・課題等


文字の入力は画面上のソフトウェアキーボード（画面に表示されたキーボードをポインテ
ィングデバイスで操作して入力するもの）を使ったり、介助者にお願いしたりしている。



音声入力は使ったことがあるが、正しく認識してもらえない印象がある。また音声入力は、
人前で使うのは恥ずかしく、抵抗がある。



AI が進化し、オリィみたいなロボットも出てきていて、障害者が在宅でも仕事ができるよ
うになっていくので、読書も AI が入ってくることで可能性が広がってくると思う。



パソコンとかスマホとか、いつも最初のセットアップが大変で、サピエとかもそう。ログイ
ンできるまでが大変。操作するまでの入口が大変で、なにかボタン一つでできるようになれ
ばいい。パスワードもいくつも入れる必要があったりして、その辺が難しい。パスワードも
１つでも間違えるとやり直しなので。



（OS やアプリを）アップデートしなかったらダメになってしまったとか、そういうちょっ
としたことが混乱を招き、あせってしまって「もういいや」という気持ちになってしまう。



新しいサービスを利用するための導入に課題がある。身体障害のある人はいろいろ情報を
知ることができない。各都道府県の県立図書館に障害者サービスがあることも私は知らな
かった。デイジー図書の利用についてサピエに問い合わせたら、
「サピエが直接登録はでき
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ないので県立図書館に問い合わせてください」と言われ、県立図書館に電話したら、
「サピ
エは視覚障害の方のためのモノなのでできません」と言われ、たらいまわしにされたりとい
ったこともある。


著作権法の話が県立図書館まで下りてないというか、知識がアップデートされてないのか
もしれない。
以上
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日本肢体不自由児協会
日時：2020 年 1 月 23 日（水）
場所：日本肢体不自由児協会 事務局
出席者： 浦野泰典氏（心身障碍児総合医療療育センター 看護指導部 指導科 指導科長）
筒井志歩氏（心身障害児総合医療療育センター 整肢療護園 1 病棟指導主任）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）

読書に支障となる障害の種別・態様


上肢障害、肢体不自由



重複障害がない方、知的に遅れのない子は、今はほとんどいない。

障害者の方々がよく利用している読書手段。（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使ってい
る機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


自分で読書できる人の比率は 3～4 割。6 割以上の方は自分で読むのが難しい方で、読み聞
かせで読書経験をしている。



病棟では純粋にアナログの紙の書籍のみ。



学校の教科書を読み聞かせることはあまりない。学校では教科書というよりはそのお子さ
んにあった教材を使っている。



知的に障害がなければ教科書を使うし、そうでなければ別の方法で教えている。2 極分化し
ている。私が入った昭和の終わりごろは 6 割近い人が普通に読めていたが、最近は障害が重
くなっている。



病棟にはテレビが 2 台あり、その隣に本棚があって、児童書とか絵本、それからコミック、
漫画もおいてあるが、多くの子はまずテレビで、その次にマンガ、そのあと書籍。スタッフ
から勧められれば読む人はいるが、自ら手に取って読むというのは、知的に高い方でもあま
り見られない。漫画は読まれている。

読書のジャンル


主にはやはり絵本。

様々な読書手段について、どのような課題があるか


上肢障害に限らず座位をとるのが難しい方がいる。座位をキープするのが無難しい方は、も
のを見たりするときに頭部を安定させなければいけない。脳性麻痺の方が多く入所されて
いるが、座ってものを見る姿勢をとるのが難しい方が多い。



上肢障害の方は手のマヒでめくるのが難しい方もいる。あとは、自分で読むというよりはこ
ちらで読み聞かせをするタイミングで、視覚障害のあるお子さんとか、聴覚障害のある方も
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いる。重複されている方もいて、多様な障害による困難がある。


知的障害の方もいる。読書を楽しいと感じることが難しい方は、読書になかなか手がつかな
い。

今後利用してみたい読書手段とその理由（利用して見たいものがある場合）


マンツーマンの支援が難しく、大体 20 人ぐらいの集団に対して読み聞かせをするが、絵本
に関して言うと大型絵本がもっとあったらと思う。大型絵本がもっと増えたらなというの
と、場所をとるのをどうにかしたいという両面がある。



大型ディスプレイに映して読み聞かせるという手もあると思う。一度外部の方に協力いた
だいて、ホールのプロジェクタに手作りのイラストを投影して、それに音楽と朗読と、あと
アロマテラピーをしている方がいらしたので香りと、五感を使って本の世界を感じてもら
うっていうのをやったことがある。いろいろなお子さんがいるので、どれがその子にフィッ
トするかわからないので、できるだけ多くの感覚を使ってもらおうと企画した。それはとて
も好評だった。



本をめくるっていうことが楽しみという子もいる。自分でめくったということが、自己効力
感にもつながる。上肢が不自由な方で、想いとしては次のページにめくりたい、で、視線で
私に合図してくる。左から右に視線を動かして「次にめくって」って。学校の先生に、そう
いう視線の動きでページをめくることができるアプリなのか機材なのか、そういうのがあ
るということを聞いたことがある。

主な読書の目的（勉強、娯楽、情報入手のため、等）


愛読書があって、ご自宅から何冊か持ってきて寝る前などに心を静めるという意味で読ん
でいる方はいる。



歴史ものなど、特定のジャンルのみに強く興味を持っている方もいる。施設の本を読むとい
うよりは、自宅から持ってきて読むとか、同じジャンルの本を読むときも家族の方に買って
きてもらうとかが多い。



年少・重度の子の部屋では夜寝る前に 2，3 冊の本を読み聞かせている。基本的には絵本。
読み聞かせをしていたお子さんが退院した後に「読み聞かせがとても楽しかったからまた
読んでほしい」と言ったり、図書館に借りに行きたいって言ったりしていたという話は聞い
ている。読書経験を小さいうちにしておくことがとても大事だなと感じている。



子どもにとって、筋を理解するのは難しくても、リズミカルな文章とかを楽しんでいるケー
スもある。親御さんは筋を理解させなきゃと思っている場合もあるが、本人が楽しいのであ
れば、そういう楽しみ方でもいいのかなと思う。



読み聞かせを私のような支援員とか保育士が行うことの意味付けは、お子さんとの信頼関
係を構築するためのツール。このため、それをデバイスを使ってやってしまうと、それがで
きなくなってしまう。理解することが目的ではなくて、お子さんの心身の安定を図ることが
目的。
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勉強における読書について


支援学校の宿題についていえば、先生はお子さんにあったものを出しているので、書くこと
に問題ないお子さんであればプリントを渡している。書くことが難しい方の場合は、例えば
ある文章を読んで、親御さんやスタッフに聞いてもらったらサインしてもらいましょうと
か、そういうふうに宿題を出している。病棟においては、いろいろな機材を出してお子さん
の「見る、聞く」を支援するような取り組みはしていないし、今のところ必要でもないと感
じている。



本には
「普通に読むなら小学校何年生」みたいなのが書いてあるが、
あまり参考にならない。
高校生でも重度の子だと「りんごだね、リンゴの皮をむいてるね」とか、別の子には「女の
子ときつねのぬいぐるみだね」みたいにイラストを楽しんだりとか。これは本当に読み手の
スキルに依存するが、その子の理解度に合わせて読むようにしている。1 冊の本でも、その
子の得意なこととか理解度に合わせて読んでいる。とても機械では対応できないと思う。

生活における読書の重要性について


例えば話の中に砂丘が出てくる絵本があるが、まず砂丘をみんな知らない。で、砂丘は知ら
ないけど砂場は知っている子、砂場で遊んだことがある子はいても、砂場遊びをしたことが
ない子もいる。このため、こういう本を読む前提として砂とか自然など、子供たちがいろい
ろなことを疑似体験できる絵本があったらな、と思う。ここには長期でお預かりしている子
もいて、そういう子は外出の経験値が多くないので、こうした本が世界との窓口になる。だ
からバランスよく本を集めるというのが大切で、私たちの仕事だと思っている。

その他、読書におけるニーズ・課題等


ある機材が 1 病棟に投入されたときに、その使い方を職員がマスターするのにすごく時間
がかかる。これはこういう使い方ができますというのを知って、ほかの職員に周知してマス
ターしてもらうのにすごく時間はかかる。新しい機器を紹介されても、なかなか使いこなせ
ない。
以上
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認定 NPO 法人 EDGE
日時：2020 年 2 月 10 日（月）
場所：
出席者： 藤堂（NPO EDGE）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
読書に支障となる障害の種別・態様


ディスレクシアとは、基本的な定義から言うと、音韻意識の問題。



日本語の場合はわかりにくいが、例えば「た」と書いてあるのを「ta」と読む、記号と音を
結びつけるのがうまいか下手かということ。人間は赤ちゃんの頃、耳から音を入れてそれを
まねする。脳と器官が連携している。100%日本人の DNA であってもアフリカに生まれればス
ワヒリ語とかの音を再現できるわけです。人種とかには関係なくできるようになっている。
で、言ってみると、例えばママっていえばママが来てくれる。だから「あーこの人はママな
んだ」という意味とつながってくる。ここまでは人間に備わっている。次に、記号というも
のが出てくるのが 5 歳ぐらい、絵本とか。犬の絵が描いてあって、「いぬが～をしました」
と書いてあるのを読んで、記号と意味と音のルートができる。この機能は人間のもともとの
能力ではなく、脳のいろいろな部位を結びつける、多くの方は一番効率のいい回路を作るこ
とができる。これは言語によっても回路のでき方が違うらしい。日本語の場合はひらがなが
あってカタカナがあって、漢字があって、そのあとはアルファベットなんかも覚えなくちゃ
いけない、いろいろなものを学ばないといけないけれど、記号と音を結び付けて操作するの
が音韻意識。多くの方はこれをするりと自動化できるが、私たちディスレクシアはこの記号
と音を結びつける力が弱い、これがディスレクシアの定義。



これにプラスして、目から入る情報が揺れて見えるとか逆さに見えるとか、角度が違って見
えるとかそういうことが起きている人もいる。私は普通に見えていて見え方には問題ない
が、文字を読もうとすると、自分で書いた文字は読めるけれど初見のモノは非常にたどたど
しくなる。訓練してもそれほど治るものではない。



日本語だと見つかりにくいのは、漢字で「困難」とか「欠如」とかを音にする前に、ぱっと
見ただけで意味が分かってしまう。字と発音を結びつける回路でなく、字と意味を結びつけ
る回路を使って読むことができる。だからある程度知的に高く、その回路で結びつけること
ができる人だと長文読解とか、さらりとできてしまう。



見え方ではなくて脳の問題、記号と音を結びつける力が弱い。これが基本の定義。それにプ
ラスして、目から入る情報が正確でない、逆さに見えたり鏡に見えたりする。動いて見える
のはディスレクシアではなく、アーレン症候群（シンドローム）というのがあってそちらの
症状。両方を併せ持っている人もずいぶんいる。



それから ADHD があると集中できなくて視線が動いてしまって読めないということもある。



文字と音と結びつけながら読んでいると、換算表みたいのが手元にあって「これはこう読む
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のね」ってわかるけど、それを見て置き換えたところで、何を読んでいたかわからなくなっ
てしまう。これは記憶の問題、作業記憶というものがあるが、作業記憶にちゃんと残ってな
いから文字と音は結びついても意味と結びつかないのでわからない、ということが起こる。
そして読むのに時間がかかったうえ、内容理解に結び付かない。音で聞いたらわかる子はい
っぱいいる。それからさっきも話した、適度に漢字があれば、こういう話なんだなっていう
のはざっとわかる。ひらがなのところで、
「ところで」なのか「そして」なのか、
「であった」
なのか「だろう」なのか、そういうのを読んで文脈を理解できる。私はそういう読み方をし
ている。


純然たるディスレクシアだけでも人口の 10%はいるといわれていて、日本でそこまで見つか
っていないことを考えると、日本語はディスレクシアを見つけにくい言語であるといえる。
日本語では「た」は「ta」としか読まないが、英語だと”ta”だとすると t と a の間に e が
入れば”Tea”
（てぃー）になるし、h が入れば”The”
（ざ）になる。英語の場合その文字に
関する発音のバリエーションがたくさんあり、文字を音に変えないと意味が分からないの
で、英語のほうは 8 歳頃にディスレクシアの確定診断ができる。日本だとなかなか確定診断
は出ない。あとから出る場合もある、英語を読むようになってからわかるとか、漢字の読み
が複雑になってくると読めなくなるとか、日本語ならではの問題はある。



日本語だと文字と発音が一致しているから読めてしまう。小学校 2 年生の終わりぐらいま
でに 99.9%の子は読めるようになる。けれど「読むって何？」って言ったときに、すらすら
と流ちょうに読めて意味が頭に入ってこその読めるといえるが、そこまで到達してなくて
も、文字を音にすることができるだけで読めていることになってしまう。で、読むのが遅い
と「もっと早く読めるようにしましょう」とか「音読の練習をしましょう」とか言われるが、
いくら練習したところで、記憶力を使って文字をその発音通りに読むことはできても、本当
に（内容を理解するレベルで）読めているかどうかは疑問。



ディスレクシアの大半は目で見て文字を追うよりも音で聞く方がわかりやすい。これが
ADHD の場合、注意集中の問題なので、例えばコピー機の音がするだけで何を話していたか
わからなくなってしまう。



アーレンシンドロームの場合は、文字を、その子が分かるように色やフォントなどを調整し
てあげればわかるかもしれない。



知的な障害がある人はディスレクシアとは呼ばない。知的な問題がないことがディスレク
シアの定義の 1 つであり、アメリカだと IQ85 以上で読みに障害がある人を指す。



ディスレクシアの方の認定はない。発達障害に関しては精神障害の手帳があるが、精神科に
行って「あなたはディスレクシアです」ときちんと診断できる先生はほとんどいない。



サピエもディスレクシアの方にも貸し出しますと言っているが、サピエで借りるには障害
者手帳の等級が何級でとか、番号が必要といった制約があり、ディスレクシアの人が使えな
い。
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障害者の方々がよく利用している読書手段（デイジープレーヤー、拡大読書器など普段使っている
機器やスマートスピーカー、ボランティアの朗読なども含む）


人によるが、例えば私は、村上春樹さんの 1Q84 のような文学書であれば 1 日で読んでしま
う。速読できる。それで時間をかけて読んだ人と話をしてもそん色ない程度に理解できてい
る。また、知識欲は強いので、図鑑などもよく読む（見る）
。息子は YouTube から情報を得
ている。今は何でも YouTube にある。あとは「漫画でわかる経済学」のような、ビジュアル
で情報を提供するコンテンツ。



ほかの障害の方とはアプローチが違っていて、お金かけても構わないと考えている。ただし、
デイジープレーヤーのようなデバイスはいらない、8 万円なんて掛ける気もしない。もっと
他に、同じような情報を得る方法をたくさん持っているので問題ない。ただ 1 番の問題は、
「これが読めないとだめですよ」って言われて育つ、あるいは「いついつまでにこの本を読
みなさい、そして感想文を書きなさい」って言われると、はなから読まないで読書から逃げ
てしまうこと。



読書感想文とかで、
「何文字以上の文字ばかりのモノを読んで感想文を書きなさい」といっ
た枠をはめるのではなく、感性を鍛えることが目的であれば映画を見たってかまわないの
ではないか。



デイジー図書はディスレクシアの子に効くよという話をされるが、そんなに効かない。ほん
とに読むのが大変な子には福音かもしれないが、大多数のディスレクシアの子にとっては、
ちょっと音があればだいたい理解できるような子が多い。そういう子にとっては、そこまで
大上段に構えて「有効ですよ」って言わなくても、他の様々な手段で必要な情報をとること
ができる。

文字を書くことについて


日本はとにかく書く、手で書くということが是とされているが、パソコンでキーボード入力
した方が（候補文字も出てきて）すっと便利で役に立つ。タッチタイピングを覚えれば、発
音から直接指の動きにつながってキーボード入力できるので、文字を介する必要がない。



キーボードはローマ字入力がいい。日本で間違いなのは、ローマ字入力の時に「a はここで
す、よく見て探しなさい」ってやる。そうではなく「あ」といったらこの（指の）動き。
「と
うどう」っていったらこの動き。だから a とか b とかやるんじゃなくて、動きで教えてあげ
れば何も問題なくできる。変換するときに「この漢字が使いたいんだ」っていうのが出てく
るようにすれば問題ない。ローマ字入力だと 17 文字だけですべて入力できるが、かな入力
だと 50 近く覚えないといけない。



パソコンやスマホができるようになって、この 10 年で私たちの世界はほんとに変わった。
特にスマホになったら、マイクに向かってしゃべれば文字になる。滑舌がそれほど悪くなけ
ればほとんどできて、それがテキストになって、今度はそれを送れば、ファイルになって送
ってくる。で、それがその通りかどうかは聞き返すこともできる。
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合成音声について


合成音声については、子供たちに何も言わずに聞かせると合成音声でも全然問題ないが、大
人が介入すると、合成音声だから聞き取りにくいと思いこんでいる。昔の合成音声はロボッ
トみたいな声で、それを聞いて「聞き取りにくい」と思っている、しかし今はロボットの声
がよくなっている。子供の指導者や支援者、保護者が間に入ると「だから聞かせない」って
なってしまう。
やっぱり人間が読んだ方がいいと思われているが、
ディスレクシアに限らず、
あまり感情を込めた朗々とした読み上げだと、「これはすばらしいなー」とは思う一方で内
容が入ってこないことがあるので、
シンプルな、イントネーションや読み方が間違ってない、
SSML がきちんと入ったものが大切だと思う。



入学試験の時に、読み上げをしてくれるようになったが、その時に、読み上げる人を付けて
くれるが、人だと、
「聞こえなかったからもう 1 回読んで」って言えない、あと、
（匂いが）
気になるとかいろいろ問題ある。また、私も試験官をやったことがあるが、
「なんとか正解
してほしい」って思い、声のトーンとか顔つきとか変わってしまう恐れもある。だから平坦
で、だれにとっても同じように聞こえるというのがフェアだと思う。そういう意味からも、
私は、デジタルの音は今相当よくなってきているので、そういうのを活用するのは大事だと
思う。

ディスレクシアに適した教科書について


デジタル教科書の合成音声は OS の読み上げに任せているせいか、イントネーションなどが
適切でなく、非常に聞きにくい。当法人では合成音声のイントネーション修正なども手掛け
ているので、
それを使ってもらえないかとも思う。
ただ音声合成エンジンを使っているので、
すべてのデジタル教科書に入れると費用面で高くつくかもしれない。



教科書もそうだが、読み間違いがあるとディスレクシアの方は余計に理解が難しくなって
しまうので、読み間違いがないことが重要。



最近の教科書はビジュアルなど余計な情報が多く、注意がそがれて逆に理解しにくくなっ
てしまう面もある。とにかく「シンプルにしてエッセンスだけを教えてください」
、そして
それは、「正確できれいな日本語で読んでください」ということを言いたい。



ディスレクシアの方の読書のニーズとしては、教育向けの情報提供をいかに充実させるか
というのが最も大きな課題。

読書のスピード（1 冊あたり読了までにかかる時間、読み上げの速度等）


音読するか、黙読するかで違う。黙読であれば、1 日で 1 冊読み終えるようなスピードで読
むこともできる。

以上
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参考資料２

障害者向け読書支援製品事業者・研究者 ヒアリング議事録
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ケージーエス株式会社
日時：2020 年 2 月 28 日（金）
場所：ケージーエス株式会社 本社会議室
出席者： 白石幸雄氏（ケージーエス株式会社 営業部 営業課マネージャー）
坂本貢氏（ケージーエス株式会社 営業部営業課サポート担当）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
提供している障害者向け読書支援製品の概要


我々の視覚障害者向け読書支援機器の主力製品は点字ディスプレイ。基本的には、パソコン
の情報を点字と音声に変換するスクリーンリーダーの出力を受け取り、点字を出力すると
いうのが点字ディスプレイの概要。また、パソコンがないときでも、自分で点字キーボード
操作して点字手帳に相当する機能も持っている。



海外ではノートテイカーという言い方をする。元々は、点字表示部分のデバイス（点字セル）
を作っていた。この単体で動くデバイスが我々の主力製品。



点字ディスプレイは最近性能がどんどん上がってきて、入力した内容を音声で出力したり、
デイジー図書を再生したりできるようになっている。当社の製品であるブレイルメモスマ
ートは、サイズ違いでスマート 16 と 40（表示できる点字の文字数）がある。



それからカメラ型の製品、最近ＡＩグラスも扱っている。こちらは自社製品ではなくて海外
製品を国内販売している。これは活字をカメラで認識して、音声で読み上げるというもの。
その 2 つが製品ラインナップ。



その他、読書支援機器とは違うが、点字ラベラー（点字ラベル印刷機）や、カプセルペーパ
ーという特殊な紙があって、黒く印刷された部分だけを盛り上げ、点画（点字のような突起
を使って絵を表示する）を作成するプリント機器とか、いずれも視覚障害者を支援する製品
がある。



当社の点字ディスプレイは、以前は点字だけだったが今は音声も出せる。すると点字を読め
る方も普段は音声で聞いて、重要なところや数字があるところだけ振り返って点字で読む
ように組み合わせで利用している。音声は先へどんどん進んで、点字は自分で送っていくと
いう仕組みになっている。



点字ディスプレイはネットにはつながっていないので、パソコンを介してデータをもらう。
マルチメディアデイジーは、テキストデータを点字ディスプレイの中で変換して点字出力
できるようになっている。テキストデイジーも点字で出力できる。TTS で読み上げることも
可能。デイジープレーヤーとしても利用できるようになっている。



AI グラスはイスラエルのメーカーが作っているが、ソフトは、日本語の文字認識などを含
めて海外のメーカー側でやっており、自社では開発していない。スピーチエンジンは日本の
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製品を組み込んでいるようだ。


AI グラスはタッチすると目の前にあるものを撮影し、OCR で認識して読上げてくれる。読み
間違いはあるが、単純なレイアウトの文書であればある程度きちんと読める。



今は文字認識だけだが、
今後は物体認識に対応するという話もある。現状でも顔認識ができ、
事前に登録してある人であれば、面前にいる人が誰かを教えてくれる。iPhone の FACE ID
のように、右を向いたり左を向いたりして事前に登録する必要がある。



壁に何か文字があれば読み上げてくれる機能もある。指差し、タッチなどのアクションで読
み上げてくれる。モードによっては自動的に読み上げることもできる。



AI グラスはネットにつながっているわけではなく、スタンドアロンで動いている。Wi-Fi と
bluetooth を搭載しており、Wi-Fi はソフトウェア更新に、Bluetooth はイヤホンとの接続
などに使う。

主な利用者・購入者の属性、利用者数、年間販売件数


点字ディスプレイは点字を使える必要があるため、全盲の方のほうが多いが、弱視の方でも
点字を使える方は利用している。眼鏡型のＡＩグラスの方は全盲の方も弱視の方もいる。



点字を使う人は視覚障害者全体の 10%とか 12%、点字が必要な方においては利用している方
は多い。



普及には国の施策が大きい。日常生活用具の給付制度というのがあり、この対象になるよう
になってから一気に普及した。それまでは全額自費での購入だったが、費用負担が 2 割とか
1 割になった。



機器が普及するためには、パソコン画面を読み上げるスクリーンリーダーが一般に普及す
る必要があり、それが広まったのは Windows が出てから。このため、当社の製品も 90 年代
ごろから受け入れられている。



カメラ型の AI グラスは出したばかりなので、まだそれほど売れているわけではない。一部
の市町村で日常生活用具の助成金対象になり始めたところ。

事業化（製品化）の背景・狙い


元々海外向けに点字セルを作っていたが、国内でも製品の需要が高まってきたので、自社で
製品化を行うことになった。



製品については点字セルは自社製品を使っており、またソフトも内製している。視覚障害が
ある優秀なエンジニアを雇用している。



市場が限られており、開発費もかかることからどうしても製品価格がそれなりになってし
まう。点字セルと点字ディスプレイの両方の製品があるのでやっていけている。



点字デバイスは海外の方が市場が大きい。アメリカが一番大きい。顧客企業と競合しないよ
うに、自社は東南アジアなど日本に近いところをやっていく。



アメリカでは「障害のあるアメリカ人法」関連で図書館が視覚障害者に対応するため、点字
ディスプレイのような機器を大量に導入している。



ヨーロッパでは視覚障害者の就労に際して助成があり、点字ディスプレイのような高額製
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品が購入されているようだ。


国内の視覚障害者は高齢の方が多く、機器の操作を覚えることが難しいため市場がそれほ
ど大きくならないという印象がある。また日常生活用具の助成も中学生などには出ない。

製品に関わる法律・制度等と、その影響


一番かかわりがあるのはやはり給付制度。自治体によって認めるところと認めないところ
があり、認めるところでも限度額が違ったり条件が違ったりまちまち。ブレイルメモスマー
ト 40 は 38 万円で、ほぼ限度額いっぱいの価格設定になっている。



もともと盲ろうの方が対象であり、盲ろう者には限度額いっぱいまで助成が出る。ただ視覚
障害単独の方のほうが多いため、視覚障害単独の方が自治体と交渉し、条件が広がったとこ
ろは 1 級 2 級の人も対象になっている。自治体はだいたいみなさん横並びにするので、だ
んだん条件が広がっている。

障害者からの要望について（内容、収集方法、対応体制等）


製品を選ぶのは視覚障害の方や盲ろうの方ご自身。盲ろうの方もガイドさんと展示会に来
られたりしている。



購入にあたっては、展示会で実機を見たり、展示会だとゆっくり見られなかったりうるさか
ったりするので、自社独自に体験会を開いて一人 1 台触っていただくこともある。利用者の
方は自分で使えるかどうかが気になるので、一人 1 台使っていただいて、いけそうだとなっ
たら申請してお買い求めいただく。購入後のサポートもご利用いただいている。



サポートについては、視覚障害のある当社社員が担当している。問い合わせはそれほど多く
ない。



日本点字図書館では月 1 回体験会をしていて、まだ持ってない人とかに来てもらっている。

行政に対する要望


皆さん給付制度で買われるので、修理など、給付制度以外にお金がかかると困る。だから当
社もなるべく保証期間を長くして、費用もできるだけ低くしている。使われる方は毎日使っ
ているので、壊れると困る。消耗してしまう部分もある。修理も含めて給付の対象になった
りするといい。補装具というジャンルはそういう仕組みがあるが、日常生活用具は適用にな
らない。



当社は日本盲人社会福祉施設協議会というところに入っており、そこの盲人用具部会でも
要望しているが、自治体ごとに給付条件が違うので厚生労働省のほうで一本化してほしい、
福祉課の職員が当事者に給付制度のことをしっかり説明してほしい、という要望がある。



点字ディスプレイに限らず、本来給付されるはずの補助金が給付されなかったり、そもそも
給付制度のことを知らない場合もあるので、要望として挙げている。



障害者差別解消法等で役場に行くと障害者向け支援策のポスターか張ってあったりするが、
うまく回っていない。例えばマイナンバーカードには、点字では名前しか書かれておらず、
マイナンバーは書いてない。結局誰かに見てもらわないとマイナンバーがわからないとい
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ったこともある。


読書バリアフリー法はまだできたばかりなのでこれからだと思うが、正しい理解を持って
ほしいとの期待がある。

今後の技術開発の方向性（差し支えない範囲で教えてください）


最近の機械は、音声を出すなど複雑になってきているので開発費がかかる。



例えば音声のエンジンは他社の製品を使うが、それを積むためには基本 OS を入れたり CPU
のパワーを上げたりいろいろする必要がある。それで開発費が膨らんでいく。最初のころは
16 ビットのマイコンなどで独自にやっていたが、どんどん高度化しており、最近の製品で
は OS みたいなところは専門家にお願いする。それが今は結構負担になっている。



年に 2 回程度、ソフトのアップデートを行っている。客様から改善要望を集めて、たまった
ところで対応している。サポート期間は無償対応。



製品寿命は 6 年以上。助成金を受けられる間隔が 6 年なので、それよりは長い。



サピエにつながるようにしてくれなどの要望はある。ただし、OS とかネット環境を入れる
となると開発のレベルがもう 1 段階上がるため、それを安く作るというのはなかなか難し
い。



今の製品は割とオールインワンで、それをネットにつなげてほしいとかいろいろ要望があ
る中で、
ネットのほうが変わってしまうと製品の機能が使えなくなることがある。
このため、
すべてオールインワンでというのは難しい。そこでスマホとのうまい連携をしてやってい
くのがいいかと考えている。海外でもそういう動きがある。



AI については、向いている部分（かな文字を点字に変換する、等）で活用できるとよい。



Android はオープンなのでうちもいろいろやっているが、iOS は情報開示が少なく難しい。

以上
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シナノケンシ株式会社
日時：2020 年 3 月 6 日（金）
場所：zoom によるテレビ会議
出席者： 藤森 洋充氏（シナノケンシ株式会社 システム機器ビジネスユニット）
伊藤氏
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
提供している障害者向け読書支援製品の概要


デイジー図書を読むためのプレーヤーである「プレクストーク PTR3」
、その携帯版である「プ
レクストークリンクポケット」を提供している。



プレクストーク PTR3 は卓上型デイジー録音再生機であり、デイジーCD の再生に加え、有線
LAN 接続・無線 LAN 接続できるので、パソコンを使わずにサピエ図書館のデイジー図書、シ
ネマデイジー、雑誌などが聴けるデイジーオンラインサービスにも対応している。また「す
っきりカバー」を装着すると、再生に必要なキーだけ使えるようにすることができ、初心者
でも誤操作しないようになっている。



PTR3 は EPUB3 のメディアオーバーレイにも対応している。ただし表示機能がないので、テ
キストの表示はできない。



プレクストークリンクポケットも同様に無線 LAN 接続でき、パソコンを使わずにサピエの
デイジー図書、シネマデイジー、雑誌が聴ける。SDHC カードにも対応しているので、MP3 な
どの音楽やデイジー図書を楽しむだけではなく、会議や授業を長時間録音することもでき
る。



どちらも TTS（テキストトゥースピーチ、合成音声による音声読み上げ）が入っており、テ
キストデータやウェブコンテンツ（HTML）等も再生することができる。



両製品を比較すると、卓上型の PTR3 の方がスピーカーが大きく、音がよい。また、どちら
も bluetooth はついていない。携帯性を重視するか、音の良さを重視するかといった視点で
障害者の方は製品を選んでいる。

主な利用者・購入者の属性、利用者数、年間販売件数


障害者手帳 1 級、2 級を持っている人が対象であり、日常生活用具候補品として市区町村か
ら助成金が出る。



購入者は新規の方もいるが、かなり以前から同様の製品を提供しているので、古い機種から
新しい機種に更新する人も多い。



学校等への販売は少なく、視覚障害者本人への販売が中心。



鍼灸の試験には、プレクストークの特定の機種が持ち込み可能になっている。
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事業化（製品化）の背景・狙い


1993 年から、カセットテープに変わるデジタル録音図書の調査ならびに機器の開発を進め
てきた。デイジーコンソーシアムが立ち上がる前であり、日本からデイジーコンソーシアム
に参加している障害者リハビリテーション協会とも協力し、デイジー規格の制定の時から
関わっている。



平成 24 年にはバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 「内閣総理大臣表彰」
を受賞している。



プレクストークは海外にも販売している。デイジーは国際規格なので、そのまま製品を出す
ことができる。



前のモデルは 2005 年から 2016 年まで販売しており、
現行製品は 2017 年から販売している。
製品のライフサイクルが長い理由としては、開発費の問題もあるが、障害者の中には新しい
製品に変えることに抵抗感を持つ人がいるためである。



最近はソフトウェアでアップデートできるようになっており、継続的に機能追加等を行っ
ている。



機器があってもデイジー書籍が増えないと普及が進まないため、デイジー書籍の蔵書数を
増やすため、制作を支援できるようなツールも提供し、デイジー書籍の普及に努めてきた。

製品に関わる法律・制度等と、その影響


自立支援法、読書バリアフリー法などが関わっている。また当社の製品は盲学校での利用も
多い。デイジー教科書が提供されているので、それを読むために利用されている。

デイジーフォーマットと EPUB の関係


デイジー4 では配布用フォーマットとして EPUB を採用した。
デイジーのフォーマットは 3.0
も制定されているが、日本では一般的には 2.02 規格が利用されている。デイジーはもとも
と CD で配布することを想定しており、音声データや書誌情報、構造情報などがパッケージ
化されていない状態。デイジー3.0 では XML 化されたフォーマットもあるが、普及していな
い。EPUB はこれら複数のファイルを zip 化して一つのパッケージにしている。



市販の EPUB 電子書籍は DRM がかかっているため、プレクストークで EPUB を読んでいる人
はほとんどいない。今後、視覚障害者向け教科書を読み上げるといった形で利用されること
が先行していくのではないかと考えている。

障害者からの要望について（内容、収集方法、対応体制等）


また、機器を購入した障害者からの問い合わせ窓口を用意している。また展示会に出展した
り、全国様々なところで体験会を開催したりしており、障害者がブースに来場して体験する
ことができる。その際に困っていることや要望なども伺っている。



障害者は新しい機器を受け入れにくい面があるが、体験してもらって慣れてもらうことで、
利用のハードルを下げることができる。



実証実験でモニターの方に使ってもらい、開発を進めている。
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行政に対する要望


自治体からの助成があるが、自治体によって給付費用や給付対象が異なる。自治体により格
差が出ている。



ほとんどの自治体では障害者手帳 1，2 級の人に対してしか助成金が出ないが、助成対象で
ない 3 級、4 級の弱視の人でも必要とする人がいる。これらの人が入手できるような制度が
必要。当社の機器は小型版でもそれなりに値が張るので、障害者の方にとっては補助がない
と購入することが難しい。



プレクストークのユーザーはかなりいるが、視覚障害者の中にも知らない人は多い。視覚障
害者向けに「スマートサイト」という枠組みを通じて視覚障害者向けのアドバイスや支援情
報を集めたパンフレットが提供されているが、そういった媒体で情報提供したり、医療機関
（ロービジョン外来）
、盲学校、点字図書館等で情報発信したりすることが重要。

今後の技術開発の方向性


今は新製品が出た直後で、新しい製品の具体化はまだ。



今後も音声技術を活用した製品を継続していく。音声合成や AI 技術などに興味はある。



スマホとの連携については、視覚障害者のスマホ利用自体がまだ進んでいないので、今後の
検討課題。



ユーザインタフェースを始め、最新の技術を視覚障害者にどう使っていただくかについて
は、当社が昔から取り組んできたテーマ。パソコンが使いにくい人にたいし、使いやすいイ
ンタフェースを提供して読みたい本を見つけやすくするといったことも重要である。



視覚障害者の読書機会を広げるため、電子書店とプレクストークとの連携ができるとよい
のではないかと考えている。
以上
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有限会社サイパック
日時：2020 年 3 月 6 日（金）
場所：有限会社サイパック 本社
出席者： 工藤智行氏（代表取締役）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
提供している障害者向け読書支援製品の概要


ボイス オブ デイジーはスマートフォン・タブレット向けデイジーリーダーアプリ。10 年
前、2009 年に iPhone 向けに最初のバージョンをリリースしている。バージョンアップを進
めてきて、ボイス オブ デイジー 5 を 2018 年末にリリースした。昨年は細かいバージョン
アップを 4 回ほど実施し、ボイス オブ デイジー 5.4 というのが最新バージョン。デイジ
ーと EPUB の両方をサポートした再生専用アプリである。



現在販売しているのは iOS 版のみ。昨年 11 月までは Android 版も販売していたが、Android
5.0 以降は縦書きの座標がうまく取れなくなり、マルチメディアデイジー図書のハイライト
表示ができなくなってしまった。Google に再三申し入れをして修正してもらうようにお願
いしてきたが修正されず、さらに Google が、古い Android でしか動作しないアプリはセキ
ュリティ上問題があるので削除する方針であり、削除されてしまった。



ボイス オブ デイジー 4 までは英語版と、UI を英語とドイツ語に切り替えられる版を提供
していた。ちょうどボイス オブ デイジー 5 を出したころに、ドルフィンという海外でデ
イジーアプリや制作用のアプリを開発している会社が無償でデイジー再生用のアプリを出
した。このアプリは現在 20 か国以上の障害者向けのオンライン図書館と連携していて、こ
れに対抗するのが難しいと判断し、今は日本国内向けに特化している。それまでは英語版の
方が売れていた。



日本障害者リハビリテーション協会で、文科省の検定教科書をデイジーにして全国の障害
のあるお子さんに配布するというプロジェクトがあり、この iOS 版の正式アプリのデイジ
ーポッドはボイス オブ デイジーのエンジンを使っている。



以前はアメリカの視覚障害者団体向けに OEM としても提供していた。

主な利用者・購入者の属性、利用者数、年間販売件数


ユーザーは全盲の方が多いが、同じ位、発達障害の利用者もいる。日本障害者リハビリテー
ション協会のデイジー教科書は大半が発達障害の方で、今年度は 1 万数千人の利用者だが、
そのうちの 9 割は発達障害やディスレクシア。デイジー教科書用のデイジーポッドは教科
書限定で使っていただいており、教科書以外だと使えないため、教科書意外のデイジー図書
を読みたい場合はアプリ版を利用してもらっている。
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事業化（製品化）の背景・狙い


2009 年というのはアプリの開発がアップルからアプリベンダーに公開された。それまでは
パソコンや専用端末でデイジー図書を利用していたが、端末が高価なのでアプリで提供す
れば安価に提供できるのではないかと考えた。2009 年の 8 月からプロトタイプを作り、10
月には正式リリースした。



その年は視覚障害者がつるつるの画面を VoiceOver を利用して使えるようになった。スマ
ホを利用できる環境が整ったところに出せたため、世界で初めてのデイジー再生アプリに
なった。その時は合成音声ではなく、録音デイジー図書のみを利用するアプリだった。



売り切りでなく、サブスクリプションでの提供は検討している。売り切りだとアップデート
対応が難しい。以前は無償で評価版をダウンロードしてもらい、2 分だけ使えるといった方
法が可能だったが、現在はできなくなっている。そこでサブスクリプションを導入し、無償
だと 2 分で止まる、サブスクの契約をすればずっと使える、という形にできれば、マーケテ
ィング的にも良いと考えている。



ただし、サブスクリプションではクレジットカードやコンビニで売っている iTunes のカー
ド等が利用できる必要がある。今の購入者の半数は教育機関であり、教育機関はサブスクが
できないのが課題。

製品に関わる法律・制度等と、その影響


一番関係があるのは著作権法の 37 条。どんな本でも障害者向けに、デイジー又は EPUB に
して、音声を含む形で提供していいよと、著作権者の許諾を得ずにデイジーにして良いとい
う法律だが、それは基本的には文科省が認定した組織だけが対象であり、我々は制作と配布
の両方について、その対象となっていない。



問題は、デイジーや EPUB を作っていくときに不具合が生じると、著作権法の縛りで検証が
なかなかうまくできないこと。例えばデイジーを作っていてルビのところのハイライトが
うまくいかないといった問い合わせがあったときに、データがこちらへ届けば原因追及が
できるが、著作権法の縛りでなかなかデータが来ない。こういった、障害者向けの読書環境
を提供する事業者にも著作権法が適用されるように改正してもらえると非常に助かる。今
は私がデイジー図書制作側にメンバーとして参加することで、トラブル対応にあたってい
る。



また、アクセシブルな書籍で、37 条の縛りにかからないサンプルデータが少ない。アプリ
のアップデートをする際に、世に流通しているアクセシブルな書籍で使い物になるのかど
うか検証がしづらいというのは大きな課題。



日常生活用具の給付制度について、給付の期間が機器の更新よりも長いことが課題。OS の
更新でも、iOS や Android はほとんど毎年。アプリは 2，3 年なら同じ端末で使えるが、そ
れ以上になるとスマホやパソコンは劣化が始まり、買い替えを考える必要が出てくる。

製品化や事業化における課題


Android に特化した話だが、
製品が多岐にわたることが問題。
今発売されているものでも 8，
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9 種類はあり、OS のバージョンが違ったり、組み込まれている音声エンジンが違ったり、組
み込まれているフォントが違うとか。きちんと動作するように作ったつもりでも、端末によ
って全く違う見栄えになったり誤動作してしまったりする。
障害者からの要望について（内容、収集方法、対応体制等）


直接要望を一番いただくのは展示会。年に 2，3 回展示会に出展しているが、最近は「使っ
てますよ。これなんとかならない？」みたいな要望を直接いただく。そこから実際に追加し
た機能もある。



例えばお休みタイマーの機能は、寝ながら本を聞いていて、10 分経ったら自動で止まる。
また電車の中で、iPhone で本を読んでいて、急に降りなきゃいけない時に、止める操作を
したいんだけどなかなかすぐにはできない。ということで iPhone をシェイクして止める機
能を追加した。こういうのは実際に使っている方でないとなかなか発想できない。



視覚障害者と肢体不自由とディスレクシアで、使い方は大きく違う。ボイス オブ デイジー
は画面上に文字が出るが、視覚障害者の中でも全盲の方はこれが使いづらい。画面上の文字
をさわるとそれを読み上げるようになっており、操作ボタンは下についているので、全盲の
方は使いづらい。そこでボイス オブ デイジー 5 では、設定で本文の文字を表示しないで
操作ボタンだけを表示できる設定も設けている。



全盲の方で意外な使い方をしている方もいて、その方は本文を表示して使っている。どうい
うふうにお使いなのか聞いてみたところ、1 行 1 行タップして読ませているとのこと。音声
での読書は、内容を理解する前にどんどん先へ進んでしまうので精読しづらい、特に学習し
たいものは、1 行ずつ読ませて理解しながら進めているという話だった。

行政に対する要望


デイジーに関して公のマーケティングが不足している。展示会に来られる方でもデイジー
なんて聞いたことないという方もいる。



プリントディスアビリティと呼んでいるが、紙の本を読めない方というのは肢体不自由の
方だけではなく、紙のアレルギーのある方とか、入院患者で隔離されていて紙の本を持ち込
むことを禁止されている方などもいる。そういう方は電子書籍で読むしかない。そう考える
と潜在的なユーザーはかなり広い。



外国人の子供で、漢字は読めないが日本語を聞けば理解できるという子への対応が検討さ
れていると聞いている。



障害者向けの読書サービスに対する予算付けがまったく不十分。サピエ図書館は利用者負
担なしでやっているが、運営が非常に難しい。毎年のメンテナンス費用がないと、中身の充
実や機能追加ができない。



障害者向け製品を開発するための助成金が手薄。助成を受けると縛りがとてもきつくなり
利用しにくいので、我々は一切助成なしで開発している。



デイジー図書の作り手が減っていることも大きな課題。音訳ボランティアさんが減ってい
るという話をしたが、デイジー図書を編集する編集者もボランティアが携わっている。ボラ
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ンティア頼みの状況を、国が主導して、就労へつなげる仕組みづくりが必要だと思う。ボラ
ンティアさんが高齢化してきていて、このままいくと 10 年後くらいにはデイジーとか EPUB
の本を作れなくなる。それを、高齢者がリタイアした後の就労の受け皿として国が予算を立
てれば、腰を上げる人もいるかもしれないし、障害者自身がデイジーの制作を就労につなげ
たいという声もある。実際に、寝たきりの障害のある人がデイジーを制作して就労につなげ
ているところもある。音訳図書の制作に関する費用負担を国が面倒みるというのは非常に
大きい。
今後の技術開発の方向性


AI とかは今進んできている。例えば肢体不自由の方で視線しか動かせないという方がいる
が、視線の動きだけでページをめくれるような機能などは AI を使えばうまくいくのではな
いかなと思う。



今はスマホでアプリを動かしているが、Google home などのスマートスピーカーが家庭に入
り込んでいるので、そういった機器から呼び出して操作したいというニーズもある。実際に
試作をやってみたりしている。ただいろいろ課題もあり、例えば本みたいな長めの文章をス
マートスピーカーへ送り込むと、途中で文章が切れてしまう。長い文章を送り込めるような
仕組みになっていない。その辺は技術的な課題だと思うが、いずれそれが解消されれば、ス
マートスピーカーで本が読めるようになる。



これまで Shift JIS の文字をメインに読んでいて、Unicode 固有の文字は読めなかったが、
ドキュメントトーカーは昨年あたりから Unicode を読めるようになってきて、それが充実
してくれば顔文字なども読めるようになる。今はまだ顔文字は本には出てこないが、これか
ら出版される本や、LINE などメッセージのやりとりが含まれるようなラノベなどは顔文字
は必須になってくるのではないか。



電子書籍を読めるようにしたいが、大きな課題は DRM。DRM の部分を開放してもらえればボ
イス オブ デイジー5 で対応可能。これができると、健常者向けの小説が出たのと同じタイ
ミングで障害者も音声で本が読めるようになる。正規の値段で購入して読んでもらえる。



B to B で提携してやればできる。ボイス オブ デイジーは一度取り込んだテキストは外へ
出せないようになっている。先ほどアメリカの団体への OEM の話をしたが、アメリカの著作
権法では障害者向けのコンテンツについても暗号化して良いということになっており、暗
号化した形でデータがダウンロードされるようになっている。アプリを作るときに、暗号を
どうやって解くかという情報を開示していただいて、それを使う形。これと同じことが国内
の電子書籍ストアでできれば、障害者も好きな時に本を購入してダウンロードして読める
ようになる。



現状の EPUB は、アクセシブルかどうかが書誌情報だけからはわからない。現在 EPUB アクセ
シビリティの仕様が検討されており、それを ISO 化する方向で進んでいる。正式に ISO に
なれば、EPUB のアクセシビリティに関する書誌情報を含めた形で流通しないといけなくな
る。そのうえで、こういうビューアでその書誌情報を読み取ってアクセシブルかそうでない
か判断し、本を買う買わないを判断できればハッピーになる。
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電子書籍の読み上げは、高齢者の需要は大きいのではないか。長距離トラックのドライバー
なども、本を耳で読めれば時間を有効に使えると思う。健常者向けの本に関しては、語学学
習での利用が期待できる。こういった形で、読み上げ対応の電子書籍の市場が伸びてくるこ
とを期待している。
以上
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日本 IBM 東京基礎研究所
日時：2020 年 3 月 12 日（木）
場所：テレビ会議
出席者： 福田健太郎氏（日本 IBM 株式会社 東京基礎研究所）
鈴木直人（電子出版制作・流通協議会）
大野勝利（アライド・ブレインズ）
電子書籍アクセシビリティの取組について


日本点字図書館とともに、2013 年から「アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト」
の実証を開始した。現在はシステムを国立国会図書館が運営し、他の機関も参画している
（参照：図１）
。



本を読みたい視覚障害者などからリクエストがあった書籍（墨字）を OCR を使ってテキスト
化し、ボランティアが誤認識等を修正する。修正済みのテキストデータを使い、日本点字図
書館などのスタッフがテキスト DAISY 図書などを製作するという流れ。点字図書・録音図書
の提供には多くの場合数カ月かかっていたが、今回の取り組みを通じてテキスト DAISY 図
書を迅速に提供できるようにした。

図 7 アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト概要
（出展：日本点字図書館 https://www.nittento.or.jp/news/tdaisy2017.html）


活字は OCR で高精度に認識できる場合が多いが、装飾やレイアウトが複雑な書籍などでは
難しい場合がある。従来は OCR の誤認識の確認・修正をスタッフが原本と照合しながら実施
していたが、この取り組みでは不特定多数のボランティアが実施することで作業の迅速化・
効率化を図ると共に、スタッフがテキスト DAISY 編集などの作業に集中することを可能に
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している。


東京基礎研究所ではアクセシビリティに関する研究に長い間取り組んできた。1990 年代か
ら 2000 年代にかけては点字やウェブアクセシビリティに関する研究・開発に注力し、点字
編集システムや、
「てんやく広場」
（在宅でも簡単に点訳データを利用できる点字情報ネット
ワーク・システム。現在は「サピエ」に引き継がれている。
）の普及に貢献してきた。



ウェブアクセシビリティでは、ウェブサイトの読み上げを行うホームページ・リーダーに始
まり、ウェブページのアクセシビリティを視覚化できる aDesigner などの研究・開発を推進
してきた。2007 年には aDesigner をオープンソースとして公開しており、総務省から公開
されているウェブアクセシビリティチェックツール「miChecker」の基盤としても活用され
ている。



アクセシブルでないウェブページをみんなで直すことができる Social Accessibility
Project では、ボランティアが代替テキストを入れたり、見出しの構造化を行ったりしてコ
ンテンツを直せる仕組みに関して実証を行った。これらの取り組みの経験は、先程のアクセ
シブルな電子書籍製作実験プロジェクトにも活かされている。

視覚障害者の移動支援を行う AI スーツケースの研究開発


最近は、インターネットの世界からリアルワールド・アクセシビリティに研究の軸足を移し
ている。



視覚障害者が一人で街歩きを楽しみたい、というニーズを満たすことを目指して活動して
いる。その取り組みの一つとして、清水建設、三井不動産とともに日本橋室町地区のコレド
室町などを実証の場として、屋内でも高精度な位置情報を取得できることを特徴とした音
声ナビゲーションの実証実験を実施してきた。2019 年 10 月からは、実サービスとして提供
を開始している。



既存の視覚障害者用移動支援アプリである「BlindSquare」などでは、主に GPS と読み上げ
機能を連動する形で視覚障害者の道案内を実現しているが、建物内では十分な案内をする
ことが難しいという課題があった。そこで施設内にビーコンを設置すると共に、スマートフ
ォンのセンサーなどと連携して屋内でも詳細な案内ができる仕組みを実現した。



2020 年 2 月には、
「一般社団法人次世代移動支援技術開発コンソーシアム」が設立され、IBM
も参画している。このコンソーシアムは、最新の AI とハードウェア技術を持ち寄り、視覚
障害者の「情報」と「移動」の障壁を取り除く次世代支援技術の実現と、社会実装に向けた
提言を目的としている。具体的には、カメラや各種センサー、触覚デバイス等を搭載した「AI
スーツケース」によって周囲の状況を認識したり、音声や触覚を用いて誘導したりするシス
テムの実証を行い、将来的にはショッピングモールや空港をはじめ、スタジアム、美術館・
博物館および病院・ホテルなどで活用できるようにしていくことを目指している。



周辺の店舗の案内や買い物の支援、映像に基づく知人の認識、映像およびセンサー情報を活
用した行列の検出など、その場に応じた社会的な行動を支援する機能の実現も目指してい
る。



単に技術的検証を行うのではなく、社会的受容を意識した取り組みにするとともに、継続可
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能なビジネスモデルも検討したい。


実サービスの提供に至った音声ナビゲーションにおいても、まずはアクセシビリティを確
保するためのベストシナリオを実現し、そのうえで障害者一人一人のニーズに合わせたパ
ーソナライズも検討していければと考えている。

視覚障害者の読書に関する R&D


視覚障害者の読書については、出版の段階でアクセシブル版も提供されるのがベストであ
るが、その実現が難しい場合においても、視覚障害者や学習障害を持たれる方などをはじめ
とした様々な利用者向けに必要となる情報、特にテキスト情報を提供して頂く枠組みの構
築が必要であると考えている。



現在は、国立国会図書館や日本点字図書館等の機関とボランティアが視覚障害者向けの書
籍提供を支えている。

その他


IBM が提供するビジネス向け AI である Watson では、日本語も含めた多言語の音声合成や
音声認識の機能が提供されており、デモもある。
音声認識： https://www.ibm.com/watson/jp-ja/developercloud/speech-to-text.html
音声合成： https://www.ibm.com/watson/jp-ja/developercloud/text-to-speech.html

以上
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