
00 no12_本文.indd   1 10.3.12   2:57:04 PM



00 no12_本文.indd   2-3 10.3.12   2:57:06 PM



�はじめに

　この冊子は、大学をはじめとする高等教育機関で学ぶ視覚障害者の支援につ
いてまとめたものです。視覚障害をもつ学生（以下、視覚障害学生）を支援さ
れているすべての方々に参考にしていただきたいと思って作成しました。
　この冊子は、グローバル COE「生存学」創生拠点と新学術領域研究「異な
る身体のもとでの交信」のの成果報告として刊行されます。これらのプロジェ
クトでは、差異と変容を経験している人々が自ら研究に参画するための環境づ
くりがあげられています。ここでいう差異と変容にはさまざまなものがあげら
れるでしょうが、ここでは視覚障害についてまとめてみたいと思います。
　視覚障害者の障害とは、医学的には見えない、あるいは見えにくいというこ
とになります。全盲・弱視・視野狭窄の三種類があると書かれているテキスト
もあります。身体障害者手帳の交付も、これらを基準に行われていますが、視
覚障害者の支援を考える上で、これだけではまったく不十分です。ひとつに、
視覚障害者になった時期の違いがあります。人生の最初から見えない人と人生
半ばの病気や事故で見えなくなった人とでは、必要とされている支援の内容
がまったく違うということも珍しくありません。また、たとえば同じ視力 0.04
でも、見え方は人それぞれです。ときどき、「0.04 なら、私がコンタクトレン
ズを外したときと一緒ですね」と言われることがありますが、そういうもので
はないと思います。そのコンタクトを（視力 0.04 の）私が借りても見えるよう
にはなりませんし、他人と眼球を交換するわけにもいきませんから、確認のし
ようがありません。

はじめに
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　しかし、こうした機能障害の違いだけではありません。育ってきた、あるい
は現在生活している環境によって、見えない・見えにくいことによる不便さ・
不自由さはまったく異なります。公共交通が発達している都市部と、車がない
と移動すらできない地方とでは、（そもそも車の運転ができない）視覚障害者に
とっての移動の不自由さは異なるでしょう。
　視覚障害に限らず、障害に対するとらえ方は、かつては機能障害だけに力点
を置いたものでしたが、最近では、個人と環境との相互作用によって障害を考
えるという視点が一般的になろうとしています。こうした視点から、ここで改
めて、視覚障害者の障害について考えてみたいと思います。
　視覚障害者の障害は、大きく分けて、情報と移動があげられます。視覚障害
のない人（以下、晴眼者）は、何か調べたいこと、興味をもったことがあれば、
図書館に足を運び、あるいは書店を訪ねて、目当ての書籍を簡単に手に入れる
ことができます。では、活字を読むことができない視覚障害者が、何かを調べ
たいと思ったとき、図書館や書店に行ったところで、調べたいという目的は達
成されるでしょうか？　たしかに、図書館の司書や書店の店員に探してきても
らえば、本を借りたり買ったりすることはできるでしょう。しかし、そこで手
にした書籍は、インクの臭いのしみこんだ紙の固まりでしかありません。読め
る形で情報が提供されなければ意味がないのですが、そのためにはどうすれば
よいのか、これがこの冊子の主題となります。
　もうひとつ、移動の障害があります。視覚障害者は車を運転することができ
ません。移動は徒歩か公共交通を利用することになりますが、これらを安心し
て安全に利用できる状況にないこともまた事実です。信号が青になれば音やメ
ロディーが流れる信号機が都市部を中心に増えてきてはいますが、音声のない
信号の方が圧倒的に多いですし、仮に音声があったとしても、まったく見えな
い人が人混みにもまれながらまっすぐに横断歩道を渡ることは至難の業です
（このことは意外と知られておらず、音声信号があれば万能であるかのような誤解

をされている方が多いようですが、目を閉じて歩いてみていただけると、お分かり

いただけると思います。試される際は、くれぐれも安全の確保にはご留意ください）。
点字ブロックもまた、万能ではありません。道があること、まっすぐ延びてい

ることは分かりますが、そこに標識に当たるものはありませんから、たとえば、
改札がどこなのか、ホームがどちらにあるのか、ブロックだけでは分かりませ
ん。さらに、駅ホームからの視覚障害者の転落事故はあとを絶たず、そこへ電
車が来た場合など、命を奪われる危険にさらされ続けています。視覚障害者に
とって駅ホームは「欄干のない橋」と表象されるほど、危険な場所なのです。
　これらは、視覚障害者本人の努力によって克服できるものでも、また、そう
すべきものでもありません。見えない人にいくら訓練を施したところで、本を
読めるようにはなりません。むしろ、目で文字が読めることを前提とした現在
の出版流通システムこそ、問題にされなければならないのではないでしょうか。
そこには、見えない・見えにくい人たちを読者から排除する仕組みがあります。
見えている人にしか情報を提供しないというのは、差別なのではないでしょう
か？

　ここで簡単に各章の説明をします。第１章では、立命館大学での取り組みを
中心に、大学における視覚障害者支援の概要を整理します。第２章では、パソ
コンとテキストデータを使った読書法、大学で学ぶ視覚障害者の支援としての
「テキスト校正」について説明するとともに、視覚障害学生を支援するのに役
立つ支援技術について紹介します。視覚障害者にとって情報のバリアがあるこ
とは先に簡単に述べましたが、大学で学ぶ視覚障害者を想定して、そこにどう
いった困難があるのか、どういう支援が可能なのかをまとめていきたいと思い
ます。第３章では、テキスト校正を行う上での注意点として、著作権の問題を
取り上げます。視覚障害者が読もうとする書籍や論文にも著作権が存在し、見
えないからどんな方法で加工してもよい、ということにはなっていません。大
学での支援を考える上で注意すべき点を中心にまとめます。第４章は、テキス
トデータを使った読書法に対する出版社の協力がどのように行われているかを
まとめたものです。第５章では、現在日本で行われている視覚障害学生支援を
スーダンにおける視覚障害学生支援にどのように活かすことができるかを検討
しています。すでに述べたとおり、見えない・見えにくいことによる不便さ・
不自由さは社会や環境によって異なります。今日本で行われている、あるいは
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行われようとしている視覚障害学生支援を、ただそのまま真似ただけでは、ス
ーダンでの視覚障害者支援はうまくいかないかも知れません。私たちにできる
スーダンの視覚障害者教育支援について、考えたいと思います。第６章では、
この冊子が成果報告の一つとなっているグローバル COE「生存学」創成拠点、
および、科学研究費補助金・新学術領域研究（研究課題提案型）「異なる身体の
もとでの交信――本当の実用のための仕組と思想」（研究代表者：立岩真也）に
ついて、この冊子との関係を中心に紹介します。
　資料編は、立命館大学障害学生支援室で行ったテキスト校正の実践をもとに、
テキスト校正の方法を具体的にまとめたものです。偶然なのか必然なのか、立
命館大学にはテキスト校正の支援を必要とする視覚障害者が多数在籍していま
す。そのため、支援者の確保から養成まで、さまざまな取り組みを実施してき
ました。テキスト校正についてはその方法が未だに確立されておらず、ノウハ
ウをまとめたものすらない中、支援者と利用者が協力して、立命館大学障害学
生支援室の中に、一定の蓄積ができあがりました。これらを、今後テキスト校
正に取り組もうとする大学等に参考にしていただきたいと思っています。

　この冊子は、生存学研究センター報告６『視覚障害学生支援技法』として
2009 年 2 月に立命館大学生存学研究センターより刊行し、多くの皆様方から
ご好評をいただいて初刷の千部は翌月には在庫がなくなり、同年 5 月に第 2 刷
を千部刊行しましたが、おかげさまでそれもほぼ在庫がなくなりました。これ
ら活字版に加え、DAISY（録音図書）版も CD で頒布いたしておりますが、京
都ライトハウス情報ステーションや大阪府立中央図書館などにも蔵書として登
録していただいています。また、「生存学」創成拠点のウエブサイトでも全文
をお読みいただけるようにしております。さらに、英語と韓国語への翻訳作業
も進み、これらも同ウエブサイトで公開するとともに、昨年 8 月には韓国語版
も韓国で刊行されました。
　これらをすべて合わせますと、この冊子にまとめた本拠点の研究成果は、数
千人規模というたいへん多くの方々の目と耳に触れ、その知と手を通して、さ
まざまな形で実践や研究に寄与できているものと考えております。

　今回、刊行後約１年を迎え、この間の成果を加筆するとともに、支援技術の
進歩、著作権法改正などに対応する形で、増補改訂版を刊行させていただく運
びとなりました。
　この冊子が、大学で学ぶ視覚障害者の支援を充実させ、視覚障害者の学問・
研究へのアクセシビリティ向上に寄与できるのであれば、編者としてこれに勝
る喜びはございません。

　2010 年 3 月
青木慎太朗
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大学における視覚障害者支援の概要
　

青木慎太朗
（立命館大学グローバル COE プログラム「生存学」創成拠点）

　本章では、我が国の大学における障害学生支援の現状を概観し、視覚障害学
生の支援についてまとめた後、立命館大学での実践を具体例として取り上げる。

１．全国の障害を有する学生の現状

　2008 年度に日本学生支援機構が、国内の大学・短期大学・高等専門学校
を対象に実施した障害学生の修学支援に関する実態調査（日本学生支援機構	

2009）では、以下の結果が得られた。
　在籍する障害学生数は、6,235 人であり、その障害種別内訳は、視覚障害
646 人（10.4%）、聴覚・言語障害 1,435 人（23.0%）、肢体不自由 2,231 人（35.8%）、
重複 139 人（2.2%）、病弱・虚弱 1,063 人（17.0%）、発達障害（診断書有）299 人
（4.8%）であった。また、この視覚障害 646 人の内訳は、盲 156 人、弱視 490
人であった。
　視覚障害学生に対する授業支援実施校は 142 校であり、その実施内容は、教
材のテキストデータ化 53 校（37.3%）、教材の拡大 79 校（55.6%）、点訳・墨
訳 53 校（37.3%）、リーディングサービス 36 校（25.4%）、ガイドヘルプ 37 校
（26.1%）であった。

第１章

２．大学における視覚障害者支援

　大学での視覚障害学生支援を、以下の５項目に整理しておきたい。

（１）教科書

　最近では、授業に教科書を指定するケースは少なくなり、担当教員の自作教
材やレジュメで進められる場合が増えてきている。ここで教科書というのは、
授業を受ける上で最低限必要となる教材、という意味で広くとらえ、副教材
（参考書等）も含める。また、授業より研究が重視される大学院生の場合には、
こうした枠組みは適当でない。ここでは、学部生の授業を念頭に話を進める。
　障害のない学生は、受講を決めた授業の指定する教科書を購入すると直ちに
読むことができるようになる。これに対して視覚障害者は、（そのテキストを点

訳する、拡大コピーする、誰かに読んでもらうといった選択肢はあるが、いずれに

しても）すぐに自分で読むことはできない。個人の趣味の本でもなく大学で授
業を受ける上で最低限必要となる教材を自己責任において準備しなければなら
ないというのは、他の学生と比較したとき著しく負担が大きい。購入した本は
視覚障害者にとってはインクの臭いのしみこんだ紙の固まりでしかなく、教材
としての価値はゼロである。そのため、教材を準備すること、それに必要とな
る費用を負担することを大学側に求めてきた。その甲斐もあってか、点字教科
書を大学側で保障（責任をもって準備）している大学も増えてきている。
　視覚障害学生にはさまざまな読書環境がある。これまでずっと点字でやって
きた人にとって、ただ（作る側が）楽だからという理由だけでテキストデータ
の使用を求め点訳を怠ったりすることは、当該学生の快適な学習を阻害するこ
とにつながり、大学側の選択としては適当でない。

（２）設備

　視覚障害者が大学で学ぶに当たっては、音声パソコンの設置、点字ブロック
の敷設、音声誘導チャイムの設置、点字案内板の設置、ルームナンバーの点字
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表記と拡大文字表記およびコントラストの配慮などが求められる。学習環境の
保障と安全な移動の確保という両面からの配慮が必要となる。　

例：　１３０５　→　１３０５

（３）講義での配慮

　授業を進める上で、教科書以外で主に担当教員が配慮すべき内容についてこ
こで述べる。なお、担当教員が配慮するといっても、責任を担当教員個人に押
しつけるという意味ではなく、担当教員が配慮できるための環境づくりも含む。
　担当教員に視覚障害学生がいることを伝えることがまず必要となる。ただし、
本人に無断で教員に本人の障害の状況を伝えることは好ましくなく、たとえば、
本人の希望に応じて受講前に本人と教員が面談し、障害の状況を本人が説明し、
教員も尋ね、支援内容について確認する場を設定することが望ましいとする報
告がある。大学側は教員と学生とが事前に面談できる場をセッティングするこ
と、トラブルが発生した際に仲裁することが、その役割として期待されるだろ
う。
　その上で、授業での配慮としては、板書の読み上げ、指示語を避ける、座席
指定、試験問題の点訳・拡大と点字・拡大文字による解答、試験時間の延長と
別室受験、実験・実習への補助員の配置や体育実技の配慮（別クラスの設置・

補助員派遣）などがある。なお、定期試験については、教員の判断によりレポ
ート試験や口頭試問への代替が行われることも多い。中途失明等、点字に堪能
でない学生に対して、仮に時間延長をしたとしても、短時間に多くの文章を読
んで解答させる形の試験はその能力を評価する方法として適当でないことは明
らかである。
　私が同志社大学の学生時代に、各授業の担当教員に渡していた要望書を資料
１に掲載するので、併せてご参照いただきたい。

（４）情報提供（狭義の情報保障）

　教科書保障や講義での配慮も、広く情報保障のうちであるが、ここでは狭義

の情報保障、インフォメーションとしての情報について触れる。これは大学か
ら発信され掲示板等で学生に伝えられる情報である（休講・補講・教室変更・イ

ベント情報など）。
　掲示板情報については、メールマガジンによる提供、ホームページでの提供
を望む視覚障害学生が多いが、現実には友達に見てもらうなどが多く、大学側
も「友達に見てもらってください」といっている場合すらある。しかし、大学
側によって責任をもって伝えられるべき情報を「友達に見てもらえ」というの
は不適切ではないだろうか。
　情報提供の裏返しとして、提出書類もデータで記入してよいならデータで提
出する、そのために掲示文書や様式をデータで送付するといった工夫が必要に
なる。立命館大学では一部実践されている。

（５）その他

　通学の援助が必要な人がいるが、行政の福祉サービスとしてのガイドヘルプ
は通学には利用できず、大学としても支援していないという溝ができた状態
である。障害学生が大学側に交渉し、支援を勝ち取っていくという道もあるが、
障害学生と大学とがともに行政に申し入れを行うといったやり方もあり得る。
大学通学路に音声信号機を設置してほしいとか、最寄り駅の改善といった要望
は、障害学生と大学が協力し、行政や鉄道事業者に申し入れる方がよい項目で
ある。
　また、現在、障害学生支援の項目として取り上げられることが比較的少ない
が、課外活動での支援やアルバイトの斡旋についても、障害のない学生に対し
てそれを行っている以上、障害学生に対しても行うべきである。障害学生の就
職支援と、そのために必要なキャリア形成のサポートも課題となるだろう。
　最後に、大学内で生活する上で必要な施設、学食の利用といったものも含め、
総合的に支援するシステムづくりが求められる。建物の前に平気でトラックが
駐めてあることがあるが、視覚障害者には危険である。スロープの入り口の前
に駐めてあれば、車椅子を利用する人たちはスムーズに移動できない。学内で
の事故防止に、大学も出入り業者も最大限の配慮をする必要があるが、とくに

00 no12_本文.indd   16-17 10.3.12   2:57:07 PM



1� 第一部 1�第１章　大学における視覚障害者支援の概要

業者の認識の欠如が目立つ。学生の建物前の座り込みにも同じことが言えるだ
ろう。こうした取り締まりを強化することは、視覚障害学生が学内を安全かつ
自由に移動する環境を確保するために欠かせない。

３．立命館大学障害学生支援室が実施する支援の現状と問題点

（１）現状

　立命館大学障害学生支援室が実施している支援は、以下のようである。

【立命館大学障害学生支援室の概要】

機能：障害をもった学生へのサポートに関わる総合窓口。支援技術・関連情報
等の資源蓄積。

支援対象：障害学生、障害学生へサポートを提供するサポート学生、教職員。
支援対象となる障害をもつ学生：視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の障害に

より学習や学生生活に制限を受けるもので、本人が支援を受けることを希望
し、かつ、その必要性が認められたもの（病気やけが等により、一時的に障害

を負った学生も含む）。
支援範囲：正課授業を受ける上で必要な事項。

【障害をもつ学生への支援内容】

共通：入学前相談。履修・事務手続きの情報保障。語学・演習・実習科目に
おける配慮。授業担当教員への配慮事項の相談・伝達。情報機器の利用支援。
設備整備。

視覚障害にかかわるサポート：教材のテキストデータ化・拡大。点訳（語学・

ゼミ指定教科書など一部）。対面朗読。代筆。介助者の紹介。
聴覚障害にかかわるサポート：通訳者の紹介（ノートテイク・パソコンテイク）。
肢体障害にかかわるサポート：教室配置の調整。介助者の紹介（ポイントテイ

ク、身体介助）。駐車スペースの確保。多目的スペース（休憩など）の確保。
その他：点字用紙・フロッピーなどの消耗品、テキスト代、コピー代など、障

害があることによって生じる特別な経費の補助。
定期試験時の配慮：時間延長、別室受験、点字受験などの配慮。
サポートを受けるまでのながれ：1. 申し込み→ 2. 相談→ 3. 書類の提出→ 4. サ

ポートの開始。

【サポート学生への支援内容】

サポートスタッフへの支援：ボランティア保険への加入、サポートに関する相
談、スキルアップ講座など（サポートの内容によっては、謝礼あり）。

サポートスタッフ登録のながれ：1. 支援室へ連絡→ 2. コーディネーターによ
る説明→ 3. サポートスタッフ登録→ 4. 学生サポートスタッフの活動開始。

【教職員への支援内容】

教職員への支援：障害学生が所属する各学部の職員と、受講する科目担当教員
に対する、コーディネーターによる相談・情報提供。

（２）問題点

　本章の冒頭に紹介した調査結果によると、多くの大学で何らかの形で文字情
報へのアクセスの支援が実施されているが、前項と見比べてみると、立命館
大学で実施されている支援の中には、他の大学で実施されていないことが含ま
れている。とすると、立命館大学障害学生支援室が実施している視覚障害学生
支援の取り組みは、先駆的事例の一つとみることができるだろう。現に、2008
年 6 月に東京で開催された「第 2 回全国障害学生支援コーディネーター研修
会」（主催：筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター支援交流室）の視覚系
分科会において、立命館大学障害学生支援室の二階堂と筆者が、全国各地から
参集した障害学生支援コーディネイターを前に講演を行ったが、これも立命館
大学の障害学生支援に関する取り組みが、先駆的事例であると認知されている
からだろうと考えている。
　しかし、そこには支援室専従スタッフの不足をはじめとして、受けられる支
援に上限があることなど、未だ解決されていない数多くの、それも支援を受け
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ながら学ぶ学生にとって非常に深刻な問題も存在し続けている（問題の詳細は

資料３をご参照いただきたい）。
　以下では、ここまでで分かった視覚障害学生への文字情報へのアクセスを支
援する上での論点を整理する。

【1．財源の確保】

　中心的な課題は、財源の確保といえるだろう。一つは、設備費である。テキ
ストデータ化、点訳、拡大、対面朗読といった媒体を変更するいずれの方法
においてもパソコン、スキャナー、OCR ソフト、コピー機、点字プリンター、
これらの機器を設置する部屋、および対面朗読のための部屋が必要になる。こ
れは、機器購入時に必要な一時的な経費である。そして、これらの維持費が継
続的に必要になる。
　また一つは、人件費である。上記の機器を活用して文献の媒体を変更する作
業に対して支払う対価である。これは、視覚障害学生が文献の媒体の変更を要
するごとに、継続的に必要となる経費である。
　加えて、下記する人材の養成にかかる経費も必要である。

【２．技術を習得した人材の確保】

　媒体の変更、とりわけ点訳には一定の技術の習得が必要になる。まずこれら
の技術を習得した人材が養成されなければならない。媒体の変更には多くの時
間を要するため、視覚障害学生が文献の講読を希望してから作業完了までを速
やかに行うためには、より多くの人材が求められる。加えて、それら多くの人
材に対する作業の割り振りなどのコーディネートをする担当者も求められる。

【３．学習支援と研究支援の位置づけ】

　立命館大学障害学生支援室では、その支援範囲を「正課授業を受ける上で必
要な事項」としていることからもわかるように、支援範囲を学習支援のみに
限っている。学部生からはとりたてて要望が提出されていないところを見る
と、その支援が円滑に実施されているものと推測される。しかし、学習よりも

研究に重点が置かれる院生においては、資料 3 のような要望が提出されている。
これは、研究支援を支援範囲としない障害学生支援室の提供する支援のみでは、
その研究活動が十全に遂行できていないことを示している。

　以上は「作業」と「費用」という二つの負担の分配の問題として考察するこ
とができる。
　立命館大学における取り組みでは、「作業」は、障害学生支援室および支援
室が養成した学生サポートスタッフが担っている。「費用」は、大学に補助金
を支給するという形で、日本私立学校振興・共済事業団が担っており、支援を
その補助金の範囲内にとどめていることからすると、立命館大学は「費用」の
負担を担うことを拒否しているといえる。
　しかし、立命館大学がこの負担を担うことは、不当な負担の分配であると
もいえる。「配慮の平等」（石川	2004）という観点からいえば、紙媒体の書籍は、
視力がある者のみに配慮をした形式であり、視覚障害をもつ者など一部の者を、
配慮の対象から除外しているのである。であるなら、この負担は、本来は出版
社が担うべきものともいえる。現に担っている出版社もある。一部の出版社・
書籍については、書籍奥付に「テキストデータ引換券」が添付され、それを出
版社に郵送することで、その書籍のテキストデータが読者に提供されるのである。
　また、一部には、読者の要望に対しても、テキストデータを提供しない出
版社もあり、植村は、その背景に著作権法、印刷技術、コスト、出版社内のルー
ルが関係していることを明らかにした（植村	2008）。たとえ著作権法上の問題が
解消されたとしても、技術的な理由からテキストデータを提供しえない書籍
は、依然として残る。テキストデータは組版が DTP で行われるようになって
以降の書籍について作成しえるものであり、DTP 以前の技術で組版された書
籍については、テキストデータの作成に用いる印刷用データが存在しないので
ある。しかも、そのような書籍は膨大に存在する。これをテキストデータ化する
「作業」および「費用」の負担を、誰が担うべきかが考えられなければならない。
現状においては、その書籍の講読を望む視覚障害者やボランティア団体が担っ
ているが、それはやむをえないからであり、不当なことといわねばならない。
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４．障害学生支援の考え方

　障害学生支援については、さまざまな考え方がある。そもそも、障害学生支
援の責任は誰がもつべきなのかということすら、一致した考え方はない。かつ
てそれは、受け入れた教員であり、あるいは本人の自己責任ということになっ
ていた。周りの友達を早く見つけ、その友達に掲示板を見てもらうよう、大学
の事務職員が指導するなどということが起こっていたし、今でもそういう考え
方を引きずっている人たちがいる。また、負担責任の所在については、とくに
問題となっている。小さな大学の場合、私立大学であっても、日本私立学校振
興・共済事業団を通じて私立大学等経常費補助金に含まれた形で支給されてい
るが、それはあくまでも補助金であり、障害学生を受け入れる上で発生するコ
ストすべてをまかなえるものではない。だとすれば、障害学生支援に必要な費
用負担は、大学ではなく社会的費用――すなわち税金――によってまかなわれ
る必要があるのではないかと考えられる。これまでの障害学生支援の運動は、
大学に門戸開放を求め、支援の責任を大学に求めるものであった。第一義的に
はそれでよいと考えられるが、たとえば障害学生と大学とがともに行政に働き
かけ、障害学生支援に責任をもつよう要求するといった運動があってもよい。
　ところで、障害学生の支援は学生支援という大学側の本来的業務に対して、
何か特別なものとして捉えられているが、それはなぜなのだろうか。障害学生
とは誰か、点字とは何かを考えてほしい。障害学生とは、（見えなかったり聞こ

えなかったりするために）通常の授業形態では授業に参加できない人たちであ
るとか、点字とは（目が見えないために）普通の文字が読み書きできない人た
ちが使う文字であるといった理解がされているのではないだろうか。
　しかし、これはけっして正解ではない。視覚障害者とは目で見る生活ができ
ない人たちであると考えられているが、目で見る生活をしない人、あるいは見
ないで生活する人であるという言い方も可能である。見て生活するという多数
者側の生活スタイルが絶対でもなく、正解でもない。何か正解があり、それに近
づけることをよしとする考え方――医療やリハビリテーションが時に陥る――

は疑ってよい。
　私は、講師として招かれた講演会で、以下の質問をすることにしている。
「大学の大教室の講義で、教員がマイクを使うのはなぜか？」この問いに対し
て即答できない人に未だかつて出会ったためしがない。「後の方に座っている
人に授業が聞こえないから」というのが、とりあえずの解答である。そして、
何を今更当たり前のことを聞くのか、という反応を一様に示す。
　次に、また別の質問をする。「では、その教室に耳の聞こえない学生がいた
として、このままで十分でしょうか？」といった感じだ。先ほど、「とりあえ
ずの解答」と述べたが、正確には、「受講生みんなに授業の内容を伝えるた
め」というのを模範解答にしておくべきだろうか。
　「配慮の平等」（石川	2004）という考え方がある。通常私たちは「配慮を必要
としない多くの人々」と「配慮を必要とする少数の人々」がいる、と考えがち
だが、そのように考えるのではなく、「すでに配慮されている人々」と「いま
だ配慮されていない人々」がいる、と考えてみたらどうだろう。教員が教室で
マイクを使用することは「配慮」ではなく、当然やるべき事であると考えられ
ているが、そうではない。前に座っている学生には、マイクがなくても伝わる。
しかし、後の方にいる学生に対して、授業の内容が伝わるように配慮し、マイ
クを使用したのである。そこで例えば、聞こえない学生が受講しているにも
かかわらず手話通訳者やノートテイク、パソコン通訳を付けないというのは、
「配慮の平等」に反する。少なくとも、大学の授業は演奏会ではないのだから、
聴力に訴えることに意義があるのではなく、内容を学生に伝えることにこそ意
義があるのだから、こうした配慮を平等に行うべきだろう。逆に言えば、配慮
を平等になさない、平等に学生を扱わない、ということは、すなわち障害を理
由として学生を差別している、ということになるだろう。
　国連では 2006 年末に障害者権利条約が採択され、我が国も翌 2007 年 9 月に
署名はしたが、批准には至っていない。しかし、2008 年 5 月に障害者権利条
約は発効しており、国内でも障害者権利条約の批准や障害者差別禁止を定める
条例の制定を求める運動が、全国各地で起こり、あるいは起ころうとしている。
　こういった事を、大学側も意識しておくべきではないだろうか？
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資料１　青木が学部時代に担当教員に手渡していた要望書（サンプル）

○○先生へ

　今年度１年間、下記の授業を履修することになりました文学部社会学科社会福祉学専

攻３回生の青木といいます。私は視覚障害（弱視）ですので、講義及び試験の際、次の

点についてご配慮をお願いします。

履修するクラス：××××論

お願いしたいこと

（１）授業に関して

レジュメ、小テスト等については、できるだけ事前に拡大の上、配布してください。

レジュメのｅメールによる事前提供が可能な場合は、添付ファイルで送っていただきた

いと思います。

板書はすぐに消さないでください。ただし、授業を進める上でやむを得ないときもある

と思いますので、授業後にフォローをお願いしたいと思います。

映像教材を使用される際のことですが、字幕ビデオの場合は字幕部分の読み上げ、スラ

イド教材の場合は、スクリーンに映す内容をプリントにして、拡大の上配布していただ

きたいと思います。

（２）試験

拡大版試験問題の配布を希望します。（ただし、用紙のサイズはA3が最大でお願いします）

なお、拡大試験問題の配付希望については、すでに文学部事務室に依頼済みです。

長文を読むもの、あるいは調べながら答案を作成する試験に関しては、試験を受ける上

で視力的にハンディーがありますので、そのような場合に限って大学側から提供される

試験時間の延長措置を受けたいと考えています。ただ、これについては試験問題の内容

にも関わってきますので、可能な限りで結構です。

資料２　「弱視学生が受講するに際し教員が配慮すべき事」についての意見書

　この意見書は、筆者が当時在学していた同志社大学よりの依頼により、2004 年 2 月 8 日付で

提出したものである。

１．はじめに

　弱視学生が受講するに当たり、教員がどのような配慮を行うべきか、といったことを、

一般的に定めることは困難である。弱視者は個人によって見え方が異なり、それにより、

要求される配慮の内容が異なってくるからである。

　以上の認識が、大前提として、極めて重要であると考える。そして、こうした視点を

ふまえ、どのような配慮をするか、弱視学生本人と担当教員が、講義開始に先立ち、事

前に協議できる場が設定されることが望ましい（なお、この点、米国などでは当然のこ

ととして実施されているようである）。大学はマニュアルを策定して教員に周知させるの

ではなく、学生が教員に自己の障害について伝え、どのような配慮が必要であるか、直

接要望できる場を設定するべきである。

　以下、この点を前提としつつ、一般的に言われていること――とくに視覚障害学生に

対するアンケート調査や、青木のこれまでの研究成果、そして青木自身の経験に基づき

――をまとめる。

２．講義での配慮

　各大学において、講義では以下のような配慮が為されている。

（ア）座席指定

　例えば最前列中央など、弱視者が黒板を見やすい場所を確保し固定するもの。語学など、

座席を指定する場合にはとくに注意を要するが、それ以外であっても、弱視者が教室に

到着した際、既に席が埋まっていた、等という事態は予想できるので、予め配慮が必要

であると思われる。

（イ）講義資料の拡大コピー

　レジュメ等の講義資料を事前に拡大の上、弱視学生に配布するもの。

（ウ）講義資料のデータによる提供
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　資料をデータの形で、Ｅメールに添付するなどして、弱視学生に手渡すもの。パソコ

ンの画面上で見やすい大きさで見ることができるほか、適当に加工した上で出力するこ

とも可能なため、拡大コピーよりもデータによる提供を望む学生がいる。

（エ）板書の読み上げ・指示語の禁止

　板書については、できるだけ書いた内容を読み上げる。弱視者は補助具を使って黒板

を見る場合が多く、また、とくに手元の資料や教科書を見ながら黒板を見る場合、複数

の補助具を取り替えて使わなければならないため、できるだけその負担は軽減されたい。

本人の希望によっては、大きめの字で板書する方がよい場合もある。

　また、黒板に書かれた内容を指さし「あれ」「それ」「こっち」等と指示語で説明する

場合、弱視者はそれが見えないため、意味を理解できない。したがって、指示語ではなく、

書かれてある内容を読み上げるなどして対応する必要がある。

（オ）ビデオ教材の解説（字幕部分の読み上げなど）

　ビデオ教材を使用する場合、そのビデオがどういう場面なのか、分かりにくい場合が

ある。そのため、教員による解説を要する。また、遠くあるいは頭上にある画面を長時

間ながめ、細かい字幕を読むのは非常に疲れるので（あるいは、どう頑張っても見えな

いので）、教員による読み上げを要する。

　また、教室ではビデオの内容を十分理解できない場合が多いため、本人の希望に応じ

てビデオのレンタルやダビングなどにより、本人が教室で分からなかった部分を自宅で

学習できるよう、支援することが望ましい。

（カ）パワーポイント使用の自粛

　パワーポイントを使って進められる授業が増加傾向にあり、弱視者の中には危機感が

増している。パワーポイントによってスライドに映し出された内容は、決して見やすい

ものとはいえず、また、教室の電気を消す場合がほとんどであるため、人によっては手

元がまったく見えなくなり、補助具の操作自体が困難となる場合もありうる。投影され

る内容をプリントにして手渡すという配慮は当然として、それを見ることは、暗い室内

では困難である。

　また、ペンライトによって「あれ」「これ」と指される場合、手の動きを頼りに指示

語の内容を理解しようとすることすら不可能である。弱視者が平等に授業を受けるとい

う点で、パワーポイントなどの使用は、極めて制限的・差別的対応であるということを

認識しておいていただく必要がある。

　そのため、より制限的ないし差別的でない他の選びうる手段が他に存在する場合、そ

れによって授業が為されるべきである。

３．体育での配慮

　体育実技科目の履修においては、特別のクラスを設置するか、一般クラスで履修する

場合に補助員を付ける、という、いずれかの場合を採用するべきである。

　同志社大学では特別のクラスが設けられているが、必須科目との関係でそれを受講で

きない場合があり、その場合は、一般のクラスで受講し、教員が対応する、という形で

ある。つまり、原則自体には問題はないが、一般のクラスで履修する場合に補助員が付

かない、というのは問題がある。一人の教員が全体を把握しつつ、個別対応するのは限

界があるし、事故にもつながる。

４．実験・実習での配慮

　実験・実習については全員が履修するわけではないから、手元の資料にも限りがある。

補助員が付く場合、補助員は付かず教員が配慮する場合、まったく配慮がない場合など

混在するが、それは実験・実習の中身によって当然異なってくるだろう（例えば、理科

系の実験には補助員が付く場合が多いが、教育実習には付かない場合がほとんどであ

る）。本人の希望と合わせ、例えば、慣れるまでの短い期間補助員を付ける、といった

配慮はあってもよいように思う。

５．定期試験での配慮

　試験問題の拡大、試験時間の延長、別室受験は、大学の制度として確立されている。が、

大学（教員）によっては、レポートによる代替措置を執る場合も報告されている。本人

の実力を評価することが試験の目的である以上、障害を理由に試験で不利になるような

ことがないよう、適切な代替手段が講じられるべきである。こうした思想はアメリカで

は既に入学試験においても取り入れられているようであり、日本でも、単位付与につい

ては教員の判断であるから、柔軟な対応が可能であるはずである。
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６．総括

　ここでは、あくまで一般的に言われているようなこと、そして私自身の経験から言え

ることをまとめてみた。しかし、冒頭にも断った通り、個々の障害学生のニーズに即し

た対応が必要であって、そういったニーズを伝えられるのは、何より本人である。した

がって、本人が事前に直接教員に配慮のお願いをする機会を設ける事こそ、重要なので

あって、例えば、ここに述べたような内容がメモとして教員の手に渡るのみ、というの

は、決して私の望むところではない。

　なお、ここに示したことは、その多くは、弱視学生のみならず、全盲の学生について

も言えることであるし、また、個別対応が原則である、といったことは、聴覚など、視

覚障害以外の障害をもつ学生に対する配慮にも、当然言えることである。

資料３　先端研院生会の要望書

　立命館大学大学院先端総合学術研究科（以下、先端研）院生会では、学習・研究環境

の改善・充実を求めて、先端研教授会と継続的な話し合いの場を設けている。今年度は、

その一つとして、立命館大学における障害学生支援の改善を取り上げた。要望書では、

まず支援室が実施する支援を得て、院生が研究活動を遂行する上での問題を 5 点指摘し、

続いて 11 点の要望を申し入れた。

　以下に、先端研教授会を通じて障害学生支援室に提出した要望書の要点を記す。

【問題点】

Ａ．支援室専従スタッフの不足……2008 年 4 月現在、視覚障害学生担当は、コーディ

ネーター 2 名とテキスト校正専従 1 名（後者は平日午後のみの勤務）。

Ｂ．支援を必要とする個々の大学院生のニーズと、支援室が提供を想定していた支援の

乖離……支援室は、学部生向け・所属キャンパス内に限定した支援のみを想定。

Ｃ．利用手続きの煩雑さ……月毎・事前に詳細な利用計画を提出しなければならない。

Ｄ．支援金額の年額上限の低さ……2008 年度から引き上げられたが、大学院生への支

援として十分とはいえない。

Ｅ．支援金額の年額上限まで支援を受けた場合、それ以後次年度初めまで支援を受けら

れなくなる……そのばあい私費での業務依頼，無償ボランティアの紹介も不可。

【要望点】

１．支援金額の年額上限の撤廃、ないしは、さらなる増額。

２．障害学生の学会などへの参加・報告に際して、同行する介助者への介助料および旅

費の支給（学生本人への旅費支給は求めていない）……障害者自立支援法にもとづ

くサービスでは、不十分な点があるため。

３．支援を受ける際の事前申請の簡素化および事後の柔軟な対応……状況の変化などに

よって、実際に必要とする支援と事前の申請との間にズレが生じることは（普通に

生きているならば）常態である。

４．支援室専従スタッフの増員。

５．支援室登録スタッフに支払われるテキスト校正の単価の引き上げ……TA、RA な

どの他の業務に比して、単価が低い。

６．障害学生支援のために、日本私立学校振興・共済事業団から大学に支給されている

補助金の全額を、原則として障害学生への直接支援に充当すること……立命館大学

における当該補助金の使途は、キャンパス内のバリアフリーを目的としたインフラ

整備に重点的に投入されているが、公共施設であるキャンパス内のバリアフリー化

は当該補助金の有無に関わらずなされるべきことである。

７．支援室登録スタッフに対する学生・院生の私費による業務（支援）の依頼を可能と

すること……上記 E. および休学時における支援として必要。

８．図書館における予約書籍の授受・返却手続き、および書籍のコピー（テキスト化用）

の申請・授受・返却手続きを、代理人も可とすること……本人以外不可となってい

る現状では、有職および遠隔地在住の障害学生の利用が困難。

９．障害学生および受験希望者に対する、立命館大学における障害学生支援制度の周知

徹底。

10．中長期的な課題として、休学中の障害学生への支援、および障害を有する PD・

OD・研究生への支援の検討。

11．障害学生にたいするニーズ調査の早急なる実施。
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視覚障害者用支援機器と文字情報へのアクセス
　

韓　星民
（立命館大学大学院先端総合学術研究科）

　本章では、視覚障害者が大学で学ぶ上で、あるいは大学が視覚障害学生を支
援する上で役立つ支援技術（Assistive	Technology:	AT）の概要を整理するとと
もに、大学における視覚障害者支援の一つとして有効性が実証されつつあるテ
キスト校正とは何か、それがなぜ必要なのかをまとめる。

１．視覚障害者の文字情報入手の方法

　視覚障害者の文字情報入手について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課「平成 18 年身体障害児・者実態調査結果」をもとに概観しておきた
い。
　34 ページの表１は障害の種類別にみた情報入手の方法をまとめたものであ
る。ここから障害者と非障害者との違いが分からないという欠点があるが、視
覚障害者の場合、一般図書からの情報入手が極端に低いことは明らかである。
一方、点字・録音図書を見てみると、それでも 14.8％しかいない。
　それでは、視覚障害者＝点字とまで思われがちな点字から、まず見てみよう。

（１）点字

　視覚障害者の情報入手の方法として、まず考えられるのが点字であろう。し
かし、34 ページの表２からも分かるように、実際に点字ができると回答して
いるのは、視覚障害者全体の１割程度である。これは、視覚障害者が軽度なロ

第２章
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表 1　障害の種類別にみた情報の入手方法（複数回答）（単位：千人）

総　数 視覚障害 聴覚・言語
障害 肢体不自由 内部障害

総　数 4,263
（100.0）

379
（100.0）

420
（100.0）

2,154
（100.0）

1,310
（100.0）

一般図書・新聞・雑誌 2,605
　（61.1）

102
（26.9）

280
　（66.7）

1,331
　（61.8）

892
（68.1）

録音・点字図書 62
　（1.5）

56
（14.8）

1
　（0.2）

1
（0.1）

4
（0.3）

ホームページ・電子メール 367
（8.6）

25
（6.6）

36
（8.6）

196
（9.1）

110
（8.4）

携帯電話 366
　（8.6）

27
（7.1）

49
（11.7）

205
（9.5）

85
（6.5）

ファックス 173　
（4.1）

8　
（2.4）

65
（15.5）

56
（2.6）

44
（3.4）

テレビ（一般放送） 3,417
（80.2）

250
（66.0）

314
（74.8）

1,779
（82.6）

1,074
（82.0）

手話放送・字幕放送 77
（1.8）

4
（1.1）

66
（15.7）

5
（0.2）

2
（0.2）

ラジオ 1,188
（27.9）

187
（49.3）

35
（8.3）

589
（27.3）

377
（28.8）

自治体広報 1,189
（27.9）

52
（13.7）

96
（22.9）

620
（28.8）

421
（32.1）

家族・友人 2,187
（51.3）

211
（55.7）

226
（53.8）

1,126
（52.3）

624
（47.6）

その他 190
（4.5）

22
（5.8）

16
（3.8）

98
（4.5）

54
（4.1）

　　　　　（　）内は、障害の種類別の総数を 100 とした場合の割合（％）
　（出典：「平成 18 年身体障害児・者実態調査結果」）

表２　障害程度別にみた点字習得及び点字必要性の状況（単位：千人）

障害の程度 総数 点字が
できる

点字ができない 回答なし小　計 点字必要 点字必要なし 回答なし

総数 379
（100.0）

48
（12.7）

268
（70.7）

25
（6.6）

231
（60.9）

12
（3.2）

63
（16.6）

1 級 135
（100.0）

34
（25.2）

77
（57.0）

7
（5.2）

63
（46.7）

7
（5.2）

24
（17.8）

2 級 100
（100.0）

13
（13.0）

80
（80.0）

10
（10.0）

69
（69.0）

1
（1.0）

7
（7.0）

3 級 23
　（100.0）

－
（－）

23
（100.0）

2
（8.7）

21
（91.3）

－
（－）

－
（－）

4 級 35
（100.0）

1
（2.9）

26
（74.3）

3
（8.6）

23
（65.7）

1
（2.9）

7
（20.0）

5 級 39
（100.0）

－
（－）

30
（76.9）

－
（－）

29
（74.4）

1
（2.6）

9
（23.1）

6 級 32
（100.0）

－
（－）

21
（65.6）

1
（3.1）

18
（56.3）

2
（6.3）

11
（34.4）

不詳 15
（100.0）

－
（－）

11
（73.3）

2
（13.3）

8
（53.3）

－
（－）

5
（33.3）

（出典：「平成 18 年身体障害児・者実態調査結果」）
（　　）内は構成比（％）

ービジョン者をも含めているからでもあるが、中途失明者のように点字の習得
が困難な場合もある（なお、１級に限れば、４人に１人は「点字ができる」と回答

している。視覚障害者の障害程度等級については、36 ページの表 3 を参照されたい）。
　点字に堪能な人の場合、情報が点字で提供されることが望ましいが、点字に
はいくつかのデメリットがあり、敬遠されることがある。点字は非常にかさ
ばる（コンサイス英和辞典で本棚一つ）ので、保管や持ち運びには不向きである。
さらに、点訳するのに時間と人手を要する。そのため、耳で聞いて理解できる
内容のものについては、音声情報としての提供を求める場合も多い。

（２）拡大

　視覚障害者といえば全盲の人が連想されるが、少し見えているが小さい文字
を読むことができないといった、ロービジョンの人たちが相当数いる。こうし
た人たちに対しては、従来から拡大コピーをするなどといった対応がされてき
た。しかし、点字ほどではないにせよ、拡大された教材はずいぶんとかさばり
持ち運びに不便だといったことは起こっている。
　なお、拡大レンズ（虫眼鏡のようなもの）、弱視眼鏡、拡大読書機等を用いて
読む場合には、資料等を拡大コピーするのではなく、そのままの状態で配布す
ることを求めることもある（ロービジョン学生への対応については、第１章の資

料１・2 も合わせてご参照いただきたい）。

（３）音声（対面朗読・テープ・DAISY）

　対面朗読（対面読書）とは、朗読者が視覚障害者と向かい合って本を音読す
ることをいう。「今日の新聞を読んでほしい」といったリアルタイムの要求に
応えることができる。また、「その漢字はどういうものか？」といった疑問に
もすぐに答えることができるというメリットがある。デメリットとしては、朗
読者と視覚障害者がともに時間と場所を拘束されるという点があげられる。
　そこで登場するのが録音図書、つまりテープまたは DAISY である。テープ
は音訳の古典的方法で、本の内容を朗読者がカセットテープに録音し、視覚障
害者はそれを聞きたいときに聞く。ただし、ページ情報などを入れることがで
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きず、それをその場で尋ねることもできない。これに対して DAISY は編集段
階でページ情報などを入れることが可能で、短時間しか録音できないというカ
セットテープのデメリットも解消された。
　ただ、録音図書であっても、制作するのに時間を必要とする。

（４）音声パソコン（テキストデータ）

　そこで最後に登場するのがパソコンを利用した読書法である。たとえば、大
学の授業では担当教員自身が書いた本をテキストとして使用することがあるが、
その場合、その教員は当該書籍の元になったデータを所有していることがほと
んどである。近年はパソコンで文書を書く人が増えているから、なおさらであ
る。
　一方で、視覚障害者のパソコン環境はというと、テキストデータについては
音声ソフトによって読み上げることができる。電子メールのやりとりやホーム
ページの閲覧は、こうしたソフトウェアを用いて行っている。
　デメリットとしては、パソコン特有の発音のため、慣れていないと聞き取れ

表３　視覚障害者障害程度等級表
等級 定義
１級 両眼の視力の和が 0.01 以下のもの

２級
（1）両眼の視力の和が 0.02 以上 0.04 以下のもの。
（2）両眼の視野がそれぞれ 10 度以内でかつ両目による視野について視能率による
損失率が 95％以上のもの。

３級
（1）両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの。
（2）両眼の視野がそれぞれ 10 度以内でかつ両目による視野について視能率による
損失率が 90％以上のもの。

４級
（1）両眼の視力の和が 0.09 以上 0.12 以下のもの。
（2）両眼の視野がそれぞれ 10 度以内。

５級
（1）両眼の視力の和が 0.13 以上 0.2 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。

６級
一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもので両眼の視力の和が 0.2 を超
えるもの。

　※視力は「万国式視力表により測ったものをいい、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」をいいます。
　※同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級のうえの級とする。

（出典：「身体障害者福祉法施行規則第 7 条別表第 5 号」）

ないことがあるが、慣れてしまえば人間の読む速さの数倍にして読ませること
ができる。

　こうしてみてくると、大学での視覚障害学生支援にテキストデータの活用が
不可欠であることが分かるであろう。点字にするには人手と費用がかかり、点
字の教科書が視覚障害学生の手元に届いたときには期末試験が終わっていたと
いった、まるで笑い話のような事態はけっして珍しくない。点訳をボランティ
アに依頼した場合などはとくにそうだ。一方、対面朗読をはじめとする音訳は、
点訳ほど時間がかからないが、人手を要するという点は同じである。これに対
してテキストデータは、いつでも読みたいときに自分のパソコンに読ませるこ
とができる。教員のもっているテキストデータを視覚障害学生に提供した場合、
その学生は中身を音声で聞くことが可能となる。また、ロービジョン者はテキ
ストデータを画面に拡大表示させて読むことも可能である。

２．パソコンを活用した学習方法とその支援

　ここまで、視覚障害者が文字情報を入手する方法として、パソコンの活用
があるということを述べてきた。次に、その方法と問題点について述べる。

（１）テキストデータの入手

　いくつか方法はあるが、もっとも簡単で合理的な方法は、出版社が書籍と
一緒にテキストデータを提供することである。明石書店や医学書院といった
出版社は（障害学の関係者が本を出しているという関係もあるのだが）テキスト
データを提供すると明記してあることがある。生活書院はすべての書籍に対
しテキストデータの提供を行っている（テキストデータ入手可能な本について

は http://www.arsvi.com/d/d03.htm にリストを掲示している）。
　出版社がテキストデータの提供に応じなくとも、著者が最終校正前のデー
タをもっていることは多く、それを受け取るという方法もある。大学で、授
業を担当する教員が自分の書いた本をテキストとして使用する場合などは、
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仮に出版社がデータ提供を拒んだとしても、教員が手渡すことは可能である。
　次に、出版社・著者の両方から断られたらどうするか。本を OCR ソフト
でテキストデータにしてしまうという方法がある。ただし、それでは不完全
なため、校正作業が必要となる。
　ここで入手されたテキストデータは、パソコン点訳にも活用できる。テ
キストデータを自動点訳ソフトにかけ、未校正点字データができあがるので、
それを校正すれば点字データになる。あとはそれを点字プリンタで印刷する
だけでよい。
　つまり、こうした形態のパソコン点訳はテキスト校正の先にある作業であ
るから、その意味でもテキスト校正の作業は重要になってくる。

（２）テキストデータの問題点

　テキストデータを使った読書法には、さまざまな問題点がある。そもそも、
出版社側がデータの提供に応じないという問題である。そしてその中にもい
くつかの原因がある。
　ひとつは著作権である。著作権法上の問題については、第３章にまとめる
のでここでは触れない。合わせてご参照いただきたい。
　労力の問題もある。テキストデータの提供については、①著作権者・出版
社がともに同意している場合、②著作権者は同意しているが出版社が拒否し
ている場合、③出版社は同意しているが著作権者が拒否している場合、④著
作権者・出版社の両方が拒否している場合、がある。障害学関連の書籍の場
合は①であり、その他やはり多数派なのが④である。しかし、実際は②であ
る場合がある。データ提供を認めると、それは出版社の労働を増やすことに
なる。そして出版業界にいわせれば、その労働を自分たちが担わなければな
らないのは不当である、と。大手出版社と中小零細の出版社とでは事情が異
なるだろう。さらに、書籍の印刷データは出版社になく印刷会社の手元にあ
る場合があり、印刷会社が提供を拒否しているという場合がある。
　テキストデータの提供が行われるケースは非常に少ないのが現実であると
いわざるをえない。

３．大学における情報支援機器の活用

　視覚障害学生が大学で学ぶために必要な支援機器には様々なものがあり、学
生自身が準備するものと学校側が準備するものがある。そして、1 人の学生が
多くの支援機器を使い分けているケースが多く、それらの組み合わせが障害の
程度や生活歴によって異なるため、支援対象となる学生の個別性を重視する必
要がある。
　大学に入学する障害学生は、大学という新しい環境に適応しなければならな
いという不安を抱えている場合が多い。こうした入学後の不安を少しでも取り
除く意味でも、障害をもつ学生の入学が決定した時点で支援機器を揃えること
は重要であることはいうまでもないが、支援機器・学生双方の多様性があるこ
とから、十分なコミュニケーションを取ることが求められる。支援機器の選択
には機器を使う主体である障害学生の意見を反映させることが重要である。と
くにスクリーンリーダーは使い慣れたもの以外は使いこなせない場合も珍しく
ないので、本人の利用状況を前もって確認することは不可欠といえる。
　また、視覚障害学生の中でも支援機器を使い慣れている人とそうでない人が
いるため、どのような支援機器をどのレベルまで揃える必要があるかについて
検討を要する。
　本章では、支援機器メーカーで点字ディスプレイを開発した経験があり、同
時に自身も大学では支援を受ける立場であった筆者が、その経験と、多くの支
援機器を活用しながらそれらを研究・開発している立場として、それらの概要
をまとめるとともに、課題を整理する。

（１）支援機器使用形態から見た、視覚障害をもつ学生の分類

　支援機器を使う視覚障害学生は、目で活字を確認する手段をもたない学生と、
ルーペや拡大読書機などを使用すれば活字が使用可能な学生とに、大きく分け
ることができる。
　前者は主に全盲学生が該当し、後者は主にロービジョン学生が該当する。そ
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の他点字が読めない全盲学生やあまり支援を必要としない学生、全盲とロービ
ジョンの両方の支援機器を使いこなす学生も存在する。
　全盲学生は、視覚以外の聴覚や触覚を使用した情報処理手段である音声文字
（音字）や点字を使用する必要がある。教科書やプリント資料などの活字情報
を点字や音声に変換する作業が必要であり、支援技術や周辺技術の発展に伴い、
その方法も変化しつつある。本稿では主に支援技術を利用した方法について記
述する。
　その他、大学に蓄積された障害学生支援のノウハウや合理的配慮に基づいた
支援が必要とされており、支援工学に基づいた体系的支援が望まれている。
　本節では視覚障害学生が使用する支援機器の概略を説明し、主な支援機器の
各々について次節から説明を行う。

（２）支援機器の使用状況

　全盲学生は、活字読み障害者（print	disabled	readers）ともいわれ、教科書や
配布資料、掲示板などにおいて活字以外の情報入手手段を必要としている。主
に使われる支援機器として、スクリーンリーダーや点字ディスプレイなどがあ
る。
　活字読み上げ機器があれば、プリントなど一人で内容を確認したりデータを
取り込んだりすることができる。また、点字が読めない視覚障害学生やパソコ
ンが使えない学生にも有効である

★01

。
　ロービジョン学生は、かつては、主に、拡大レンズや拡大コピーを用いて本
や資料を読んでいたが、支援機器の発展にともなって拡大読書機や拡大ソフト
ウェアなどを使用する人が増えている。さらに、以前は主に全盲が使っていた
スクリーンリーダーなども質が向上し、人間に近い声になってからは、その使
用頻度が増えている。また、単純に大きなディスプレイを購入することにより、
画面拡大ソフトウェアを必要としない学生もいる。
　ロービジョン学生でも全盲学生でも、あれば効率的に活字読み上げが可能な
機器として、スキャナで読み取った内容をそのまま読み上げる活字読み上げ機
器や、テキスト化作業を行うための高性能スキャナや OCR ソフトウェアなど

が挙げられる。

（３）活字障害者と支援技術

　活字へのアクセスを可能にする支援技術（AT:	Assistive	Technology）は周辺
技術（OCR やスキャナ、ICT 技術等）の発達とともにその可能性を増している。
　視覚障害者が活字情報にアクセスするためによく用いられている方法の一つ
が、スキャナで読み取った画像を OCR ソフトを使用してテキストデータに変
換する作業である。テキストデータがあれば、パソコンの音声読み上げ装置で
読み上げることができる。さらに、その上で、点字変換ソフトで点字データに
することや、見やすいフォントや色、サイズの変更を行うことも可能となる。
　視覚障害者用に開発された OCR 付き音声読み上げソフトウェアはいくつか
発売されており、その価格と性能もさまざまである。
　パソコンが使用できない視覚障害者でも利用可能な、スキャナと OCR ソフ
ト、そして読み上げソフトが一体となった『よむべえ』のような「音声読書
機」も開発されている。
　ロービジョン者にとっては、テキストデータだけではなく、図やグラフ等の
資料が必要になることから、PDF ファイルの形式で電子化する方法も採られ
ている。そこでは、文字のサイズと色を変換したり、図のみをプリントアウト
して拡大読書機で読んだりしている。
　また、これらの多様なニーズに対応できる電子出版や DAISY 方式のデジタ
ル録音図書への期待は大きい。ただ日本においては著作権をはじめ、強制許諾、
不正コピー対策、利用者識別等、解決すべき問題が山積している。
　読みたい本（活字）が読みたいときに読みたい媒体で提供されることが視覚
障害者にとっての「読書権」であり、それを実現するための支援技術の開発が
必要である。

（４）支援技術開発の動向と、次節以降の説明

　近年視覚障害者のための支援機器は、急速な発展を遂げており、ICT 技術
の発展により、視覚障害者の情報リテラシーの重要性も増している。
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　日常生活用具（福祉制度）の項目に情報機器を扱うためのコミュニケーショ
ン支援が含まれており、情報コミュニケーションのための支援機器が多いのも
特徴である。次節以降では、ICT 利用のために必要不可欠なスクリーンリー
ダーや点字ディスプレイ、拡大読書機、音声読書機の DAISY プレイヤー、ス
ピーチマシンについて具体的に説明を行う。

４．スクリーンリーダー

（１）スクリーンリーダーとは

　スクリーンリーダーとは視覚障害者のパソコン操作を支援するためのソフト
ウェアであり、ホームページや電子メール、キー操作の内容を音声出力するた
めの支援技術の一つである。そして、スピーチエンジンを制御し、文章ファイ
ルを読ませたり、Windows 操作に必要な情報を音声出力させたりすることが
できる。
　スピーチエンジンは、TTS（Text	To	Speech）や音声合成ともいわれ、人の
声を人工的に作り出す技術である。スクリーンリーダーの初期の音声はロボッ
トのような声であったが、最近のスクリーンリーダーは優れたスピーチエンジ
ンを使用することにより、肉声に近づいている。
　スクリーンリーダーを開発している会社とスピーチエンジンを開発している
会社、そして、OS の Windows を開発している会社それぞれの設計段階から
の協力や技術的相互作用が必要不可欠となっている。
　そして、スクリーンリーダーの開発には Windows のアクセシビリティを考
慮した設計やプロトコルの開示が重要である。
　Windows の XP バージョンから Vista バージョンへの変更の際、ユーザー
補助をはじめ、アクセシビリティ関連機能の充実がなされたが、ユーザービリ
ティの向上と高機能実現のためだったのか、操作方法やショートカットキーの
変更が生じた。
　マウスを用いず、ショートカットキーの多くをあらかじめ記憶してパソコン
操作に臨む視覚障害者にとって、Windows が提供しているショートカットキ
ーが Windows のバージョン毎に異なると、新しく学習しなおさなければなら
ない。画面を見ながらマウス操作するときの単純さとは比べものにならない負
担を視覚障害者に強いてしまうことになる。
　いくつもの支援技術関連ソフトウェアを駆使して ICT の活用を行っている
視覚障害者にとっては、キーの新たなダブルブッキング問題にもつながる。ス

〈資料〉A社入社時の筆者の高齢・障害者就労支援基金による支援機器購入リスト

ブレイルメモ	BM24	 238,000	（非課税）	 点字ディスプレイ	
Epsondirect	Pro3100	 288,000	 	 デスクトップパソコン	
　（WinXP-Pro,Pen4-540J,1024MB,250GB, スーパーマルチドライブ ,OfficePro2003）	
サムスン	SyncMaster	213	 178,000	 	 21 型 TFT 液晶	
Epson	LP-9200C	 228,000	 	 A3 対応カラーレーザー	
Epson	GT-X800	 48,000	 	 A4 対応フラットスキャナ	
よむべえ	 198,000	 	 音声・拡大読書機	
ナイツ	VS-5000LCD	 380,000	（非課税）	 拡大読書機	
ハード小計	 1,558,000	

PC-TalkerXP	 38,000	 	 音声化ソフト	
95Reader6.0	 34,000	 	 音声化ソフト	
MYWORD Ⅴ	 88,000	 	 ワープロソフト	
MYMAIL Ⅱ	 10,000	 	 メールソフト	
MYNEWS	 20,000	 	 ネット検索ソフト	
アドボイスⅢ	 38,000	 	 住所録ソフト	
ホームページリーダー	 15,000	 	 音声ブラウザ	
JAWS	for	Windows	4.5	 150,000	 	 音声化ソフト	
ZoomText	8.1	Magnifier	 58,000	 	 画面拡大ソフト	
らくらくリーダー	 69,000	 	 活字読上ソフト	
ブレイルスキャン	 95,000	 	 点字ＯＣＲソフト	
ラジオリーダー XP	 18,000	 	 ネット検索ソフト	
ソフト小計	 	633.000	

合計	 2.191.000	
消費税	 78,650	
送料	 	8.000	
支払総計	 2,277,650
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クリプト作成やキーの変更登録が可能なスクリーンリーダーも登場しているが、
キーのダブルブッキング問題などは支援技術開発メーカー同士の協力の必要性
を示唆するものである。
　たとえば、スクリーンリーダーと画面拡大ソフトの間には、ソフトウェアの
相性問題で同時使用が難しいときもあったが、現在では、ショートカットキー
の重複をなくし、同時使用時にもエラーを起こさせないための努力がなされて
いる。
　Windows の OS が変わる際、その OS に支援技術が対応するためには数カ
月から数年かかるといわれていたが、マイクロソフト社は MSAA（Microsoft	

Active	Accessibility）を開示し、支援技術ベンダーとの共同開発を進めるなど
して、Windows	Vista 発売と同時にそれに対応するスクリーンリーダーも発
売されるまでになった

★02

。
　本節では多くの視覚障害者が使用しているスクリーンリーダーの現状につい
て概観し、全盲者のみではなくロービジョン者にとっても情報入手のための重
要なツールであることを指摘した上で、新たに引き起こされている問題を指摘
する。

（２）スクリーンリーダーの役割

　視覚障害者はスクリーンリーダーの音声を頼りに、主にキーボード操作で文
章作成やブラウジング、表計算、プログラミングなどを行っている。スクリー
ンリーダーは、単に情報入手のために役立っているだけではなく、活字コミュ
ニケーションを可能にしたことでもその意義は大きい。情報障害や活字障害と
もいわれていた視覚障害者にとって、スクリーンリーダーの開発は ICT 普及
のためのエポックとなった。
　今から 20 年程前、目が見えなくても漢字かな混じりの文章が書けるという
情報支援機器が導入された。パソコン操作を音声で知らせることにより、画面
に表示された文字を耳で確認できるようになったのだ。当時盲学校に在学して
いた筆者は、簡単な漢字かな混じり文や自分の名前を打ち込み、プリントアウ
トした紙を手にした時の感激を今でも覚えている。

　やがて時代は MS-DOS から Windows に変わり、キーボードでコマンドを打
ち込みパソコンを操作していた時代から、画面を見ながらマウス操作する時代
へと変化した。マウスが使えない視覚障害者にとって Windows は、デジタル
デバイドを引き起こす誘因となった。
　のちに 95Reader や PC-Talker などの日本語版 Windows 用スクリーンリー
ダーが登場し、視覚障害者の情報コミュニケーションに大きく貢献することと
なる。

（３）支援機器の購入

　スクリーンリーダーは、視覚障害者の情報入手のための最も重要な支援技術
の一つとなっていることから、厚生労働省は、地域生活支援事業の中に、日常
生活用具給付等事業を設け、重度障害のある人等に対し、市町村単位の対応で、
「情報・通信支援用具」として、パソコンの周辺機器やソフト等を購入するた
めに要する費用の一部を助成している。
　この制度は、厚生労働省が、平成 14 年の 4 月から 5 年間、政令指定都市と
都道府県単位での運用で、国と自治体の費用折半による「障害者情報バリアフ
リー化支援事業」を行っており、視覚障害者のいっそうの ICT の利活用及び
社会参加の促進を目指し、情報支援機器の特別予算による補助制度を設け、購
入額の 3 分の 2 を補助した事から始まっている。
　スクリーンリーダーを含めた支援機器は、自立支援や就労支援のためにもた
いへん重要なものであるが、ほとんどが高額で国や自治体の支援が必要とされ
ている。
　平成 3 年、毎日新聞社は、大阪毎日新聞と東京日日新聞が合併し、全国紙
となってから 80 周年を記念した事業として開始された『情報処理機器贈呈事
業』において、関西方面を中心とした視覚障害学生（盲学校）や大学生に選抜
を通じ、年間 10 名前後の学生にパソコンや必要なソフトウェアなどの購入に
60 万円を贈呈した。
　筆者は、98 年度にこの制度に応募し採択され、当時まだ高額だったパソコ
ンと支援製品の購入が認められた。当時拡大ソフトウェアの使用が必要不可欠
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だった筆者にとって、市販されているコンピュータはメモリ不足で使いものに
ならなかったことから、当時売られている最高位のコンピュータと拡大ソフ
ト（ZoomText）を購入し、ロービジョン者にとっての IT 活用がスタートする
（当時応募者数 63 名、贈呈者数 10 名、贈呈額は 55 万円であった）。

　平成 14 年にこの制度がなくなるまで、贈呈金額は 60 万から 30 万まで何段
階と ICT 機器の市場価格と共に変化していた（1991 年 60 万円→ 1998 年 55 万円

→ 1999 年 50 万円→ 2000 年 30 万円→ 2002 年 30 万円で事業終了）。
　当時、学生だった筆者は、拡大読書機は日常生活用具で購入する事が出来た
が、当時卒業論文を書くために最も必要だったコンピュータとそれを使うため
の特別な支援機器類（PC-WIDE	II やスクリーンリーダー）が購入できず、自治
体に学生である私にとって現在最も必要な日常生活用具は ICT を使うための
画面拡大ソフトやスクリーンリーダーであると主張した事がある。もちろん制
度にないものを認めるはずもなかったが、当時訴えるところは市町村の障害福
祉課しか思い浮かばなかった。
　毎日新聞の贈呈事業により、パソコンと周辺機器を買いそろえることができ、
卒論を無事提出することができたが、もし、この事業がなかったなら、大学の
卒業さえも難しかったと考えられる。
　当時の最先端機器を手にしたことから、Windows98 の「ユーザー補助」を
使えば、スクリーンの白黒反転や文字拡大がスムーズで画面拡大ソフトの併用
で、メモリ不足の解決が可能であることを知った。この頃、スクリーンリーダ
ーも登場していたが、ロボットのような音声で、慣れるための訓練が必要だっ
たため、筆者にはまだ使いこなすのが難しかった。
　筆者が当時在籍していた関西学院大学は、図書館と心理学科に拡大読書機
や画面拡大ソフトをそれぞれ購入し、できる限りのサポート体制が取られて
いたが、大学のコンピュータはマルチタスクを強みとする Windows	NT を
採用しており、6 万円の ZoomText は、Windows	NT には対応していなかっ
たため購入できず、13 万円の WinMagic を輸入し、インストールしたものの、
ZoomText に比べ、機能制限が多く満足のいく使い方はできなかった。支援機
器は高いものがいいものとは限らないが、個人の慣れと環境による作用も大き

いことは今でも変わらない。
　筆者はその後、日本ライトハウスなどでロービジョン者のパソコン利用に関
する講習を行うようになり、晴眼者と全盲の間に立つロービジョン者の立場が
あることに気づくようになった。
　支援機器を使いこなすことも重要であるが、必要な機器を手にするための、
購入制度や選び方や使い方などを含め、どのように支援機器にアクセスできる
かも、ユニバーサルデザインの考え方の一つであり、その重要性はいうまでも
ない。

　以下にスクリーンリーダーをはじめとする、ICT 利活用のための音声読み
上げにかかる支援技術の分類を行い、それらが果たしている役割について考え
る。

（４）スクリーンリーダーとアクセシビリティ問題

　スクリーンリーダーは、キーボードの操作や開いているファイルの内容等を
聴覚提示するための、いわば“ディスプレイ代わり”としての役割をはたして
いることは前項でも説明したが、すべてのアプリケーションに対応しているわ
けではないという問題がある。
　とくに、グラフィックのような視覚独特の感覚的イメージを聴覚に提示する
ことは不可能であり、写真や図の場合、タイトルや説明文等を入れることによ
り、視覚障害者でも可能なかぎり理解を助けようとする Web アクセシビリテ
ィのための技術が考えられている。
　活字へのアクセスが困難な視覚障害者にとって、インターネットは情報入手
のためのたいへん重要なツールとなっている。スクリーンリーダーには TTS
ともいわれるスピーチエンジンが搭載されており、テキストファイルの読み上
げを得意とする。そのため、HTML 言語で書かれた Web ファイルはテキスト
抽出が可能であり、視覚障害者の情報入手に活用されているのである。
　ただ、Web ブラウザには PDF や Flash、JavaScript 言語で書かれたファイ
ルも表示されるため、それらのファイルの読み上げに困難をきたす事例が出て
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きた。
　電子文章フォーマットのアクセシビリティの改善のために、アドビシステム
ズ社の文書ファイル・フォーマット仕様「Portable	Document	Format（PDF）

1.7」では、HTML のように内部で文書の構造を記述する「タグ付け PDF」と
いう規格が採用されている。
　最近では、PDF ファイルの閲覧ソフトウェアである Adobe	Reader が、ス
クリーンリーダーへのプラグインを公開し、マイクロソフト社の SAPI 対応音
声エンジンで読み上げることが可能となっている。
　ただ、PDF 製作ツールや PDF の機能が多様化されているため、PDF の製
作方法によってはスクリーンリーダーでは読めない場合がある。ホームページ
上で公開される、文献や書籍、マニュアル、申請書類、等の情報を含め、改変
防止や体裁を保つため、PDF の利用が増えていることを考えると、新たなデ
ジタルデバイドを引き起こしかねないと懸念される。
　PDF ファイルへのアクセス方法にはスクリーンリーダーを使用する方法と
Adobe	Reader の音声読み上げ機能を使用する方法がある。また、画像データ
からも OCR 処理して音声で読み上げることができる。
　視覚障害者の電子データの活用方法はスクリーンリーダーの活用と密接に関
わっていることから、PDF や電子文書へのアクセス方法についてさらに考察
する必要がある。

（5）PDFや電子文章へのアクセス

　PDF ファイルはセキュリティ機能やレイアウトの保持機能に優れているこ
とから、2005 年 4 月 1 日に施行された e- 文書法（電子文書法）の要件を満たす
最適な文書フォーマットとして注目を集めた。
　民間企業における電子データの作成や保存が増えている中、e- 文書法は、ペ
ーパーレスオフィスの実現による業務効率の向上と、紙文書の保存コストを下
げる効果にも繋がると期待されている。
　PDF ファイルのセキュリティ機能には、文書を解析されないように暗号化
したり、PDF を改ざんされないように修正制限をおいたり、閲覧パスワード

を設定し、閲覧制限をおいたり、重要事項を含んだ PDF 文書を印刷できない
ように印刷制限をおいたり、テキストのコピーを制限して流用を防ぐため、コ
ピー & ペースト制限をおくなど、PDF 作成ソフトウェアによって様々である。
そして、これらのプロテクトは文章の種類や用途によってかけ方が異なる。
　セキュリティ向上のための多様なプロテクト機能は PDF ファイルを普及さ
せ、世界共通仕様の電子文章フォーマットとして成長させる要因となったが、
音声読み上げソフトや画面拡大ソフトを利用し PDF ファイルにアクセスしな
ければならない視覚障害者にとっては解決すべきアクセシビリティ問題をもた
らしてしまった。
　セキュリティを高めつつアクセシビリティも高めることは容易ではないが、
利用者識別による強制許諾などの方法が採られる必要がある。
　アクセシビリティのための利用者識別は一部のバージョンで実施されている
が、プロテクトのかけ方によっては無効となるため、アクセス不可能な PDF
ファイルが多く存在している。音声読み上げソフト使用者にはテキスト情報が
必要であり、画面拡大ソフト使用者にとってはレイアウトを保ったままでの拡
大や色の変換が必要である。今後、アクセシビリティ向上のためには、JIS 化
のような規格化も検討されなければないないだろう。

（６）ロービジョン者のスクリーンリーダー利用と電子文章へのアクセス方法

　ロービジョン者は全盲者に比べ、音声読み上げソフトウェアを使う比率は少
ないが、音声読み上げソフトウェアに組み込まれる音声エンジンの聞きやすさ
の向上により、使用者が増えているのも事実である。
　音声読み上げソフトウェアに慣れているロービジョン者は、アクセシビリテ
ィ対応の PDF ファイルは音声で読ませ、必要に応じて図やグラフなどを目で
確認する。
　ロービジョン者にとって PDF ファイルは非常に重要な電子文章フォーマッ
トである。ロービジョン者の見え方は実に多様であることから、その見え方に
より、PDF ファイルの利用方法も多様である。
　スクリーン上で、図やグラフを目で確認するために、ZoomText などの画面
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拡大ソフトウェアを使用するケースが多く、これら市販の画面拡大ソフトウェ
アは、Windows に標準で備えられているユーザー補助機能に比べ、色の変換
や文字サイズの変更が自由にできる。
　そして、図やグラフ等をプリントアウトし、拡大読書機で読むケースも多い。
普段から拡大読書機を使っている人にしてみれば、本や新聞を読むときの操作
の慣れから、文章理解のみならず、図の理解にも慣れているからだ。
　拡大読書機で図を見る際、倍率変更やテーブル移動で拡大された一部の断片
図から図全体を理解する認知機構ができあがっている。
　音声読み上げに慣れていないロービジョン者にとって電子文章ファイルは非
常によく用いられる活字媒体であり、その利用方法は様々である。
　代表的な利用方法を述べると、PDF ファイルを読むため、文字を拡大する
場合と色を変える場合がある。文字を大きくし白黒反転で文字を読むロービジ
ョン者が最も多いとされているが、文字サイズやフォント、見やすい色などは、
目の疾患や特性によって異なる。
　ロービジョン者にとって PDF ファイルが有効な点も多い。一冊の教科書を
拡大文字教科書にすると何十冊になる場合もあり、持ち運びが困難であるが、
電子データ化（PDF）すると、パソコンに保存し、必要に応じて検索機能等を
使用することができ、体裁を保ったままの電子媒体は目で確認することもでき、
たいへん有効である。
　自分自身が電子データ化したものは色の反転やフォント、文字サイズ等を自
由に変えながら必要に応じて検索機能を使い、必要な箇所を瞬時に探し読書す
ることができる。
　アクセシビリティ機能が備わっている PDF ファイルは文字サイズや色等
を自由に変えることができるが、レイアウトを保つことを最たる目的とする
PDF ファイルの特性上、文字を読む際、テキスト行のスクリーン画面幅に合
わせることが困難となる。レイアウトを保ったまま、全体拡大機能は比較的よ
く使われているが、メモ帳の「右端で折り返す」機能や HTML ファイルの自
動行替え機能などは使うことができない。
　視認性向上のため、限られた画面に文字を大きくするとともに、いかに効率

的に読むかという操作性が重要な問題となるため、レイアウトを崩すという
PDF 本来の目的とは矛盾した機能が求められている。代替案としては全盲者
と同じように、コピー＆ペースト可能な透明テキストを準備し、PDF ファイ
ルから直接メモ帳や Web ブラウザで立ち上げる機能が必要である。
　メモ帳はテキストファイルのみを扱っているので、内容を読むのに便利であ
り、Web ブラウザは、図は標準の大きさに残しながら文字のみを変更し読む
ことができるため、それぞれ必要である。メモ帳や HTML ファイルはロービ
ジョン者の支援技術使用条件によって多くの設定を行う場合があり、重要なツ
ールでもある。
　最近のスクリーンリーダーはオプション機能としてロービジョン者のための
画面拡大ソフトが準備されている場合もあり、全盲者とロービジョン者のスク
リーンリーダー利用はますます多様化・複雑化している。
　以下、日本で多く使われているスクリーンリーダーについて説明し、開発動
向について述べる。

（７）スクリーンリーダーの種類と開発動向

　現在日本で発売されているスクリーンリーダーは 10 種類前後あり、操作性
と価格面で大きな差異がある。
　日本では、PC-Talker と 95Reader のユーザーが最も多く、それぞれ操作性
の特徴をもち、開発思想も異なる。
　PC-Talker は従来から IBM の Pro-Talker をスピーチエンジンとして採用し
ていたが、最近は Pentax 社のボイステキスト（VoiceText）：VT+ をスピーチ
エンジンとして採用するようになっている。ボイステキストの読み上げはたい
へん滑らかで、映画の副音声の自動読み上げとして使用した実証実験で、映画
を見ていた視覚障害者が合成音声であることを気づかなかったという。
　スピーチエンジンはもともと、館内放送など毎回人間の声で録音していた作
業を自動化・効率化するために開発され、現在は e- ラーニングの音声読み上
げや、コールセンターにおける音声対話システム、自動音声応答システム、ゲ
ーム機や携帯電話、ナビゲーションシステムなどに利用されており、その利用
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範囲が増えていることから、高音質な合成音声の開発が進み、視覚障害者のス
クリーンリーダーの音質向上に貢献している。
　95Reader は、リコー社製のスピーチエンジンを使用しており、マイクロソ
フトのワードやエクセルを読めるなど、PC-Talker とは異なった支援技術開発
を行っている。そして、操作がたいへん軽快でビジネスやハードユーザーに好
まれている。
　SSCT 社の 95Reader は Windows	Vista には対応しておらず、95Reader を
開発していた技術者などが新しく設立した Skyfish 社の FocusTalk が、スピー
チエンジンに富士通社製の FineSpeech を搭載し、Vista 対応バージョンを販
売している。
　FocusTalk は、95Reader に比べると高機能ではあるが、操作の軽快さを失
っているのが残念である。そして、クエスチョンマークなどに反応し、語尾を
上げる機能などが搭載されているが、それが音声による文章の理解に役立って
いるかどうかは未知数である。
　FocusTalk は、日本で最も早く Windows	Vista に対応しており、新規参入
でありながら、シェアを伸ばしている点は注目すべきであると考えられる。
　2009 年 10 月 22 日新しい Windows 版 OS、Windows	7 がリリースされ、
「PC-Talker	7」と「FocusTalk	V3（フォーカストークブイスリー）」が同時発
売された。
　そして、最後に最も高機能とされる JAWS（ジョーズ）は、アメリカの
Freedom	Scientific社製で、現在エクストラ社が日本語版を開発し発売している。
　たいへん高機能であるため、操作が日本製の PC-Talker や 95Reader に比べ
複雑化されており、値段も 3 ～ 4 倍高いため、ユーザーは少ないが、企業や学
校などに勤めている一部のハードユーザーからは強い支持を得ている。
　JAWS は、Windows のログイン画面から読み上げることができ、インター
ネットバンキングなどの使用には JAWS を必要としていた時代もあった。そ
の意味では、使いこなせれば、スクリーンリーダーという名称にもっとも相応
しいソフトウェアである。
　ロービジョン者と全盲者ではスクリーンリーダーの使用方法が異なることか

ら、マウス使用と音声読み上げ使用を併用するロービジョン者のニーズにも合
わせたスクリーンリーダーの開発が待たれるところである。

（８）スクリーンリーダーと周辺アプリケーション開発

　PC-Talker の開発元・高知システム開発はマイクロソフトのワードに音声
対応するより、PC-Talker に親和性のある独自のアプリケーションである
MyWord や MyFile というソフトウェアを開発し発売している。その他にも、
MyMail や NetReader など多くのアプリケーションを開発している。これら
のソフトウェアは ICT を苦手とする視覚障害者に分かりやすい製品を提供し
ている意味で大きな貢献をしたといえる。とくにインターネットから情報を取
得する際に活用できる製品を開発しており、MyNews や MyBook などは情報
障害といわれる視覚障害者にとってたいへん貴重なツールとなっている。
　他方、95Reader はできるかぎりマイクロソフトのワードやエクセルに、そ
のまま対応できるような開発を行っている。点字ディスプレイの対応を含め、
このソフト一つあればたいがいのことはできるのである。
　高知システムは ICT 初心者への道を開いた意味で大きな貢献を果たしてい
る。他方 SSCT はマイクロソフトのワードやエクセルをスクリーンリーダー
のみで使えるように開発された。こうした企業精神は視覚障害者の社会適応力
を高めるのに一役買ったが、スクリーンリーダーを取り扱っている販売店にと
っては、PC-Talker を販売した方が次々と関連製品が売れるが、95Reader は
マイクロソフトのワードやエクセルに対応しているため、新たなソフトは売れ
なくなるという皮肉な結果をもたらした。SSCT は、95Reader 対応の特別な
アプリケーションは準備していないのである。

（９）スクリーンリーダーの新たな機能と今後の課題

　視覚障害者が一人で ICT を利活用するだけではなく、PDF のような電子文
章フォーマットにも対応するためには周辺技術と支援技術の協力が必要不可欠
である。
　そして、スクリーンリーダーは点字ディスプレイへのテキスト情報を出すこ
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とにより点字表示する重要な役割ももっている。
　中途失明者にとって、点字に比べ、スクリーンリーダーは学習が容易である
ため、情報入手のための重要なツールであり、晴眼者との活字コミュニケーシ
ョンを可能にした点では、一般社会への適応力を養い、社会参加の機会を増や
すための最も重要なツールとも認識されている。
　新たな技術に追いつけず、必然的なデジタルデバイド現象に陥る現状を打破
し、シーケンシャルな言語情報を頼りに情報処理を行う視覚障害者のユーザー
ビリティ向上のためにも、福祉工学分野の研究成果が待たれている。

５．活字読み上げ技術

（１）歴史

　視覚障害者が紙媒体の活字情報にアクセスするためには、視覚の代わりに聴
覚や触覚を使う必要がある。点字（触覚）は視覚障害者の文字としてもよく知
られているが、他に、合成音声（聴覚）を用いた活字へのアクセス方法がある。
　スキャナや OCR ソフトを使い紙媒体の活字を電子化（テキスト化）する作
業は、一般オフィスなどでも活用されているが、視覚障害者にとっては情報ア
クセスのための重要な方法の一つである。
　テキストデータはパソコンの音声読み上げソフトを利用して読ませることが
でき、ロービジョン者にとっては、文字の大きさやフォントを自由に変更する
ことができる。そして、点字に変換することも可能になる。本節では、これら
スキャナや OCR ソフトなどの周辺技術の進歩とともに現れた支援技術の一つ
である音声読み上げ読書機について、その歴史と現状を概観する。
　OCR ソフトとスキャナの組み合わせで作られた最初の音声読み上げデバイ
スは、電子ピアノで有名な米国の発明家レイモンド・カーツワイルが 1978 年
に文章音声読み上げマシンとして開発した（カーツワイル朗読機）が有名である。
　日本では、1983 年通産省が NEC とアンリツに委託し日本語自動朗読システ
ムの開発を進めたが商品化には至らなかった。その後、OCR 技術も進化を遂
げ、1992 年に、拓殖大学と横浜市立盲学校の協同研究により開発された自動

朗読システム『達訓』（たっくん）が初めて商品化された。
　『達訓』の販売を行っていたタウ技研は、同年 11 月にパソコン用読書ソフト
『よみとも』を発売し、性能と価格的に視覚障害者に受け入れられるようにな
った。
　最近発売されている音声読み上げ読書機はスキャナと OCR ソフト、読み上
げ機能が一つになった『よむべえ』も登場し、多くの視覚障害者に受け入れら
れるようになっている。
　これらの支援技術は OCR ソフトに音声読み上げ機能を付加したソフトウェ
アの形と、『よむべえ』のようにオールインワンの機能をもった二つのタイプ
が進化を続けており、利用方法とニーズに応えられるようになってきている。

（２）方法

　視覚障害者が紙媒体の活字にスキャナを使ってアクセスする方法は主に次の
三つの方法がある。
　一つ目は、一般オフィスなどでも使われているスキャナと OCR ソフトを
使用し紙媒体の活字を電子化（テキスト化）する作業である。専門知識の習得
や研究を目的とした活字情報へのアクセス方法としてよく用いられる方法で、
OCR の認識率が上がってからよく用いられるようになってきている。視覚に
障害をもつ学生や研究者にとってテキストデータがあれば、他の支援機器との
連携がスムーズで利用範囲が広がるため、まずは、出版元や著者にテキストデ
ータの提供を依頼し、得られない場合、用いられる手段の一つである。
　以前、視覚障害者が研究を目的とした際、活字を読むためによく用いられた
方法の一つが、支援者による点訳作業であったが、パソコンのスクリーンリー
ダーの性能向上で誤読が減ったことや自動点訳ソフトの正確さが向上したこと
などから、テキストデータの有効性が増しているのも事実である。
　点字データから漢字かな混じり文を作ることはできないが、テキストデータ
があれば、自動点訳ソフトを使用し点訳ができるのである。そして、スクリー
ンリーダーがインストールされているパソコンであれば、いつでも読ませるこ
とが可能になる。その上、視覚に障害をもった研究者が論文作成の際に必要な
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引用文作成などに正確な漢字を用いることもでき、有効である。
　一般向けのスキャナと OCR を使う方法は、それらの機器が一般向けに売ら
れているものであるため価格が安く、性能は優れているものの、視覚障害者自
身がパソコンとスクリーンリーダーの操作法を熟知している必要性があり、パ
ソコンが使えない視覚障害者には自ら行うことのできない方法の一つでもある。
　現在いくつかの大学では、一般スキャナと OCR ソフトを使い、テキストデ
ータを抽出し、校正作業を行ったデータを視覚障害者に提供するという支援が
始まっている。研究での使用が目的であるため、正確な校正を必要とする場合
が多く、テキスト校正にはかなりの時間がかかっている。無償ボランティアだ
けではこれらの作業を担いきることができず、有償の制度を使っている大学も
増えている。
　活字情報にアクセスするための二つ目の方法は、スキャナと OCR ソフトに
TTS 機能が付加されたソフトウェアを使用する方法である。OCR ソフトが視
覚障害者の使用を前提として設計されているため、使いやすさと音声読み上げ
機能を備えているのが特徴である。
　スキャナに郵便物や活字本を置くと、パソコンの簡単な操作で音声による読
み上げが可能であるため、現在最も使われている活字読み上げ支援技術の一つ
である。支援者が常にいないときや、個人情報保護の観点から考えるとたいへ
ん有効な活字読み上げ技術ではあるが、メーカーによって使えるスキャナに制
限がある。また、パソコンが使えない視覚障害者は、一つ目の方法と同様使え
ないという課題が残っている。
　現在『よみとも』をはじめ、『ヨメール』、『マイリード』、『らくらくリーダ
ー』などのソフトウェアが発売されており、それぞれ特徴をもっている。『よ
みとも』は英語、『ヨメール』は簡単操作、『マイリード』はカラー原稿やチラ
シ、『らくらくリーダー』は表形式の印刷物の処理を得意とする（荒川	2004）。
　三つ目は、スキャナ、音声読み上げソフト、パソコンに替わる制御装置が一
つのスキャナサイズに収まったオールインワンのタイプである。パソコンが使
えない視覚障害者でも郵便物や活字本を読むことができ、視覚障害者における
デジタルデバイドの解消に非常に大きな役割を果たしている。

　ただ、機器がまだ高額であり、機器購入のための支援制度が確立されていな
いため、潜在需要は多いが普及が進んでいない。『よむべえ』の場合、付加機
能も充実しており、DAISY 形式の音声図書を聞くことができ、読み取ったテ
キストを外部モニターに出力する端子（機能）を備え文字サイズが自由に変更
できるように設計されている。
　最近自治体によっては、日常生活用具の拡大読書機として購入が認められる
ケースが増えている。拡大表示機能を付加したのはそれなりの理由もあるよう
にも思えるが、周辺技術の発展とともに、新しい支援技術も現れており、どこ
までを支援技術として認めるかという問題が残されているのも事実である。
　とくに、『よむべえ』のようなオールインワン音声朗読機は、視覚障害者の
デジタルデバイド解消のためには欠かせないものであるが、日常生活用具とし
て認められていないのが現状でもある。

（３）視覚障害者が果たした役割

　視覚障害者の情報保障のための支援技術は多様化・複雑化しており、情報を
得るために費やす労力や金銭的負担の存在がうかがえる。
　視覚障害者が社会の一員として認められるためには、情報発信と情報入手が
スムーズであることが前提条件とされているため、漢字かな交じり文のリテラ
シー向上に視覚障害当事者の先見性と開発努力が大きくはたらいたことが考え
られる。
　レイ・カーツワイルは音声朗読機を開発し、活字が読めない視覚障害者の
ために貢献した。彼は未来学者（フューチャリスト）でもあり、テクノロジー
の発展はムーアの法則で加速しており、遺伝学（Genetics）、ナノテクロノジー
（Nanotechnology）、ロボット工学（Robotics）の技術が融合したとき、GNR 革
命が起きるとし、テクノロジーは人間の予測をはるか超えた方向と速さで進ん
でいく、技術的特異点（Technological	Singularity）があると述べている。カー
ツワイルは、テクノロジーに対する、社会的・政治的制御があっても、みんな
が求める人間の根源的な欲望に結びついているテクノロジーは発達するとして
いる。また、石川准は在学中に自動点訳ソフト『エクストラ』を開発し、視覚
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障害者だけではなく、点字を知らない人にも恩恵をもたらした。そして『達
訓』や『よみとも』の開発に新城直が、『よむべえ』の開発に望月優が関わっ
ており、亀甲孝一は、新たな『よみともライト』というオールインワン音声読
み上げ朗読機の開発に携わっている。

６．DAISY プレイヤー

（１）DAISY とは

　DAISY（デジタル音声情報システム）とは、Digital	Audio-based	Information	
SYstem の略で、印刷物を読むのが困難な視覚障害者や読字障害者のために作
られたデジタル録音図書の国際標準規格である。
　DAISY プレイヤーとは DAISY 企画で録音・編集された音声図書を聞くた
めの機器やソフトウェアを示しており、本節では主に機器について説明を行う。
　視覚障害者の読書環境を理解する上で、DAISY 図書について知ることは非
常に重要であり、筆者の研究成果を交え、視覚障害者の読書について述べる。
　従来、視覚障害者のほとんどが利用していたテープ図書（テープに朗読者の

声が録音されていた音声図書）は多くの視覚障害者に支持され、長年視覚障害者
の情報入手のための貴重なツールとなっていたが、時代はアナログからデジタ
ルに移行し、DAISY プレイヤーという国際標準の視覚障害者用デジタル方式
の読書機が登場するようになった。
　CD1 枚に本 1 冊分の音声データが入ることもあり、郵便による貸出を行っ
ている点字図書館にとっては、メディアの安さ、管理コストの安さ、郵送の簡
便さ等から、DAISY の導入は非常に積極的に進められた。
　ユーザーにとっても、高品質な音声で聞くことができ、その期待は高まった。
音声で本を読む場合、読みたい場所に移動したり、参照したり、物理的に現在
どのくらいの場所（進み具合）にいるかなど、活字本でなければ得られなかっ
た情報が、DAISY 規格では得られるようになったこともあり、従来は小説や
雑誌などの目的でしか利用されていなかった音声読書が、学習などにも利用さ
れるようになるなど、その利用範囲は広がっている。

　とくに、著作権法の改正により、ネットでの音声配信が可能になり、現在は
携帯電話に本の音声データをダウンロードして聞けるようになった。携帯電話
で聞く場合は、スピード調整ができないなどいくつかの技術的課題も残ってい
るが、視覚障害者のための読書環境は格段によくなったといえる。
　現在日本で最も普及しているプレクスター社のプレクストークは、その性能
面で申し分のないパフォーマンスを発揮しており、2004 年に PTR1 が日常生
活用具（視覚障害者用ポーターブルレコーダー）として指定されてから、視覚障
害者のためのデジタル製品としては例をみない大ヒット商品となっている。
　現在プレクスター社から発売されている PTR2 は、重さが約 940g あり、持
ち運びには若干不向きであることが弱点として指摘され、小型 DAISY プレイ
ヤーの登場がユーザーだけでなく図書製作関係者からもしばしば唱えられてい
た。
　2008 年には小型 DAISY プレイヤーが KGS、アメディア、エクストラ、プ
レクスターの各社から相次いで発売され、小型 DAISY プレイヤーの元年とい
われている。
　ここでは、DAISY 図書を聞くための４つの方法について述べながら、視覚
障害者の音声読書について考察する。
　DAISY フォーマットの音声図書を聞くには以下 4 つの方法があると考えら
れるが、多く用いられているものから先頭に記述した。

・DAISY 対応の音声読書機（DAISY プレイヤー）で聞く
　Plextor 社（日本）

　　PLEXTALK	PTR2
　　PLEXTALK	PTN1
　HumanWare 社（New	Zealand）
　　Victor	Reader	ClassicX
　　Victor	Reader	Wave
　　VictorReader	Stream
　	*「ビクタリーダー」、以前はビジュエイド社（カナダ）
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・ネットを利用して聞く
　　Net-PLEXTALK（びぶりおネット、ストリーミング方式）

　　携帯電話で聞く（ダウンロード方式）

・ソフトウェアを使用し、パソコンで再生することが可能
　　Lp	Player
　　AMIS
　　MyBook

・MP3 プレイヤーの活用
　　iPod や MP3 プレイヤー、IC レコーダー等で聞く（聞くのみ）

（２）DAISY の特徴

　人間が情報処理を行う際、情報の入力・保存・検索が最も重要な 3 要素であ
るが、人間の記憶やパソコンの情報処理などはその 3 要素から成り立っている。
　点字ディスプレイ項目で述べているが、点字電子手帳も点字という触覚情報
を入力・保存・検索することで、視覚障害学生が多く利用するようになってい
る。
　音声情報の弱点は、最後に述べる受動的情報処理過程で情報処理を行うこと
と、検索に劣っていることである。特にアナログ時代のテープレコーダーの検
索効率は非常に悪く、一方的に流れる情報を聞く場合に向いていた。
　視覚障害者の読書環境は変化し、音声で小説などのエンターテインメント性
のあるものを流し聞きするのみではなく、中途失明者にとっては学習用として
の用途も出ていることから、DAISY 図書の役割は大きいといえよう。
　DAISY 図書の場合、聴きたいページや章へ瞬時に飛ぶことができ、戻すこ
とができる。聴きたい情報を簡単にすばやく取り出すことができ、拾い読みが
可能になったのである。
　その上視覚障害者の念願でもあった、外出先や通学・通勤時に音声読書が可
能となったのである。2008 年に発売された DAISY プレイヤーは重さ 50g か

ら 100g 台まで超小型化が進み、視覚障害者の読書環境を格段に向上させてお
り、音声による能動的情報処理

★03

を可能にさせられる希望まででてきた。
　DAISY プレイヤーは、基本機能である、図書や音楽再生、録音機能だけで
なく、テキストデータの読み上げ機能（TTS エンジン搭載）も可能であり、テ
キストデータをパソコンを使わず、小型 DAISY プレイヤーで再生することが
可能である。
　また最近開発が進んでいるマルチメディア DAISY 企画では、音声・点字・
テキスト・画像・ハイライト機能などが実現する予定で、読字障害（学習障
害）者にも期待されている。

（３）DAISY プレイヤーの重要機能

　小型 DAISY プレイヤーが登場する以前に、ICT などの電子機器に慣れてい
る視覚障害者の一部は、市販の MP3 プレイヤーなどを利用し読書を行ってい
たが、一番の問題点と指摘されていたのが、スピード調節ができないことであ
った。
　スクリーンリーダーでも同様であるが、視覚障害者はかなり速いスピードの
音声を聞き取る能力をもっており、普通の人には聞き取れない音声スピードで
聴覚情報処理を行っている。そのため、スピードは実測 2.5 倍以上出せる機器
が望ましく、ピッチコントロール機能

★04

がある方がよい。
　小型 DAISY プレイヤーの場合、送られてきた CD 版 DAISY 図書を DAISY
プレイヤーに転送する必要があるため、専用の CD ドライブが付属する機器が
望ましい。プレクスター社は既存の PTR2 に接続し小型 DAISY プレイヤーに
データ転送できるよう設計しているとのことであり、パソコンが使えない視覚
障害者でも使えるこのような設計が必要である。
　点字図書館側も小型 DAISY プレイヤーの普及に伴い SD カードでの図書配
信を検討しており、ますます視覚障害者の音声読書環境が改善されようとして
いる。
　以下、機器の重要機能を列挙する。
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（４）使用上の特徴

・再生スピードの変更機能
・ピッチコントロール機能
・図書の章レベルでの移動ができ、ページ、フレーズ、ブックマークでの移動

が可能
・読みたい場所に簡単に移動できるブックマーク機能
・各キーの役割を音声で知らせる音声ガイド機能
・お休み前などにセットするスリープタイマー機能
・再生やキー操作を行わないときの自動電源オフ機能

DAISY 再生以外の重要機能
・音楽再生やボイスレコーダー機能
・パソコンの外付けメモリとして使用可能
・ＣＤ版の DAISY 図書も再生可能
　（専用の CD-ROM ドライブやプレクストーク PTR2 などに対応）

・メモリカードが利用可能（SD カードや、CF カード等に保存されたコンテンツ

の再生）

７．拡大読書機 CCTV（Closed circuit televisio
★05

n）

（１）概要

　「拡大読書機」とは、ビデオカメラで写した本や新聞などの映像を接続され
たテレビや液晶モニターに高倍率で拡大表示するための支援機器である。
　原理は監視防犯カメラや書画カメラ（OHC

★06

）に似ている。過去数年間日本で
最も人気のあった拡大読書機は監視防犯カメラや書画カメラを製造するメーカ
ー（ELMO 社）のものである。
　拡大読書機は携帯型と卓上型（据置型）に分ける場合が多い（詳しい分け方は

下記参照）。本節では、卓上型に焦点を当てて説明するが、最近携帯型拡大読
書機の貸し出しを行う大学が増えていることから、携帯型拡大読書機について

も記述する。
　ユーザーにとって携帯型拡大読書機はセカンドで買う場合が多く、短時間利
用に向いているため、大学図書館等で本を読む際には据置型が適しており、資
料を探す際などには携帯型拡大読書機が必要となる。

（２）拡大読書機

　拡大読書機は 1972 年（特注型読書機）オプチスコープ	CCU-D/C（木製）を
ミカミ社が開発し、翌年の 1973 年から発売を開始した。現在は視覚障害関連
支援機器市場において活発な参入と撤退が繰り返されている品目になっており、
需要が多い機器であることをうかがわせる。
　1993 年、日常生活用具に拡大読書機が 198,000 円で指定されたことで、それ
まで 40 ～ 50 万ほどしていた拡大読書機の開発側では、開発コストを抑える必
要に迫られた。そのせいか、日本における据置型拡大読書機はモニターを別売
りにして、本体のみの開発が進んだ。他方で、海外製品には一体型が多いのが
特徴である。使用者の立場から考えると、モニター別売りの方が、画面として
テレビや液晶モニター、大きさやコントラストがはっきりしたモニターなどか
ら選ぶことができる。開発コスト削減のために採られた日本の方式の方がふさ
わしかったということになる。
　拡大読書機の特徴は、慣れると長時間読むことができ、書類そのままの状態
で読み書きができるため、学校や会社などでの業務遂行に適しているところに
ある。
　そして、拡大読書機とパソコンを物理的に近い場所におくことが重要である。
それぞれが離れた場所に置かれていたのでは、デスクワークやレポート作成に
支障をきたすからである。パソコンには画面拡大ソフトの Zoomtex

★07

t が入って
いることが望ましく、可能であればパソコンがネットに繋がっていることも重
要である。
　ロービジョン者のための拡大方法には、網膜像を拡大する方式として、ルー
ペや光学式レンズ、拡大コピー、拡大写本、大活字本なども考えられるが、拡
大読書機は、楽な姿勢で、拡大率やコントラスト、色反転など自分の目の状態
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に合わせて両眼で文字を読むことができるため、その有効性は高い。
　また、平均 2 倍～ 50 倍まで拡大率を変えながら、本や被写体全体の様子の
確認から、複雑な漢字など一文字のみを画面いっぱいに拡大するなど、ルーペ
に比べ自由に拡大率を変更することができる。ルーペは小さく、短時間の使用
や買い物での値札確認などにはたいへん有効であるが、楽な姿勢で本を読む場
合には適していない。
　さらに最近の拡大読書機には、オートフォーカス機能、筆記に便利な照明切
り替え機能、まぶしさを抑えるための照明ランプ、特定色のコントラスト調節
機能、内容を読み上げる機能、内容を一行ずつ表示する機能（従来のマスキン

グ機能の発展バージョン）、遠近両用に使える機能、カラー選択機能、写真・地
図・新聞などを見やすく映す機能、スプリット機能（モニターの半分または一

部にコンピュータ内容を映し、ICT と連携し業務遂行の効率を高めようとする機能）、
など、多くの機能が追加されている。
　ただ、「拡大読書機」という言葉が示しているとおり、いかに読みに便利な
（適した）ものを選ぶかが重要であり、拡大読書機は読み書きのためのもので
あることも忘れてはならない。

（３）拡大読書機の三大構成要素

　拡大読書機は基本的に、カメラ部、モニター部、テーブルから構成されてい
る。さらに、天板やアームの有無でその様子が異なるため、天板やアームを入
れて５大構成要素ともいえる。
　以下、拡大読書機を分類し、説明する。

・据置型（卓上型）

　一体型／基本型（分離型、天板型）／アーム型

・携帯型（小型）

　一体型／基本型（分離型）／アーム型（無天板型）

・据置型拡大読書機
　拡大読書機は大きく、据置型と携帯型に分けることができる。据置型は 14
インチ以上のテレビや液晶モニターを使用し X-Y テーブルを動かしながら読
むのが基本である。
　据置型拡大読書機にはモニターと本体が一体となっている一体型と、モニタ
ーが別売りで液晶やテレビまたはサイズなどを目の状態に合わせて購入可能な
基本型に分けることができる。基本型は分離型や天板型ともいわれる。現在最
も多くの拡大読書機が基本型であるが、液晶の性能が向上し、価格が下がって
きていることから、液晶モニターをセットにした開発が増えている。とくに軽
い液晶モニターの特徴を利用した、アーム型拡大読書機が増えているのも注目
すべき点である。
　アーム型は画面の向きや位置を上下左右に変えることができ、拡大読書機の
老舗メーカーである Neiz 社も 2008 年にアーム型を次世代拡大読書機として発
売を開始した。

・携帯型拡大読書機
　4 インチ前後の液晶モニターをセットにした重さ 200 ～ 300 グラム前後の製
品が人気となっており、10 万円台で発売されているため、据置型拡大読書機
の第二選択として購入するケースが増えており、市場規模は年々増加の一途を
辿っている。
　携帯型拡大読書機はテーブルをもたないのが特徴で、カメラ部の下にロー
ラーがついているケースが多い。90 年代初めには、液晶モニター、カメラ部、
バッテリーパックを合わせ 5kg もあるものが登場したが、周辺技術の発展と
ともに 20 年近く経った現在はカバンやポケットの中に入れて手軽に持ち運べ
るサイズとなった。
　携帯型拡大読書機はカメラ部とモニターをセットにした一体型が主流だが、
カメラ部分をマウス形態に設計し、ノートパソコンの画面に映し出すものや、
アーム型設計で、遠近両用として使え、小型テーブルをセットにした製品も登
場している。
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８．点字ディスプレイ（ピンディスプレイ）

（１）概要

　点字ディスプレイとは、パソコン画面の内容を点字で表示するための支援機
器である。
　点字ディスプレイとは、パソコン画面の言語情報を点字で表示するための支
援機器である。
　点字ディスプレイは、点字という触覚を用いてパソコンの言語情報を読み取
るもので、初期のものはパソコンに接続し、アウトプットの一つとして機能し
ていたが、最近は PC や PDA 機能を備えた点字ディスプレイが登場し、視覚
障害者のためのノート PC の役割を果たしている。
　表示部は、8 ピンで構成されたセルを横に数マスから数十マス並べ、ピンを
電気的に上下させ、点字の凹凸を表現する触覚ディスプレイである。
　現在発売されている触覚ディスプレイには、点字ディスプレイや点図ディス
プレイなどがあり、これらはプラスチックや鉄などからできたピンのオンオフ
状態により文字や図形を触圧覚的な物理刺激で与える方式であるが、感覚代行
研究分野では、電気刺激を皮膚に与えるための研究が長年なされている

★08

。
　最近はパソコン画面の様子を触覚グラフィックで表示する機器（点図ディス

プレイ）が日本で開発され発売されているが、高額なため、個人ユーザーは少
なく、理工学系の視覚障害学生、企業・研究機関に勤める視覚障害者が主に利
用しているのが現状である。
　本節では、一般的に使われている点字ディスプレイといわれている支援機器
と点字電子手帳について記述する。

（２）点字ディスプレイの機能と用語

　機能や使い方が変わることにより、点字ディスプレイを示す言葉も変化して
いる。点字ディスプレイに関する用語を整理し、その原理について解説する。
　点字ディスプレイでは、少ない電力、高密度で安定した駆動をさせることが

可能な圧電素子であるバイモルフという小さな板の上に乗ったピンが上下する
ことにより、点字となる凹凸が形成される。
　紙ベースからピンベースになって間もない頃、視覚障害者らはこの点字ディ
スプレイをピンディスプレイと呼んでいた。ピンの材質はプラスチック製が多
いが、ステンレス加工の鉄でできているものもある。一文字を表す点字の 1 マ
スは 6 点からなるが、点字ディスプレイの多くは 8 点からなっている。残りの
2 点は漢字を表す点字に使用したり、位置を示すカーソルとして使用するため
である。
　点字は点字盤や点字タイプライターを使用し点字用紙に凹凸を付け手で読む
ものであるが、紙の特性上、一度書いたものは再利用できず、硬い紙に凹凸を
付けるため、分厚く教科書 1 冊分がカバンに入らないという問題を抱えていた。
　それに対し、点字ディスプレイは紙を必要としないため、「Paperless	
Braille」と呼ばれる。そして、点字ディスプレイは何度も点字を作り出すこ
とができることから、海外では「再生可能な点字ディスプレイ（refreshable	

braille	display）」と表現する場合もある。
　日本では KGS 社が 1984 年にセル開発に成功し、1985 年からは『視覚障害
者用コンピュータ点字表示端末機』という名前で点字ディスプレイの発売を開
始した。
　その後アメリカでは『ブレイルライト』という商品が発売され、日本でも
60 万円前後で売られるようになった。ブレイルライトは既存の点字ディスプ
レイに点字入力のための 6 点キーを備え、点字入力・保存・検索・閲覧が可能
な一体型情報処理端末機として、視覚障害学生にとっては大変魅力的な商品で
あった。60 万円前後というたいへん高額なものであるにもかかわらず、大学
生を中心に重要な情報処理機器として認識され、使用者が増えた。
　2000 年に KGS 社が、『点字電子手帳』というタイトルで『ブレイルメモ
16』をブレイルライトに匹敵する機器として発売を開始した。アメリカ製のブ
レイルライトに比べ、20 万円という安価で安定した性能が評価され、盲学生
や教員を含め多くの人が購入するようになった

★09

。
　BM16 は、点字電子手帳という言葉が示しているように、既存のアウトプッ
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トのためのディスプレイとは大きく異なる特徴を備えていた。パソコン画面の
テキストを点字表示するための機能に加え、インプット・アウトプットが単体
でできるようになったのだ。BM16 に備え付けられた点字キーによりノートテ
イク・点字の編集・保存・検索・閲覧などの機能をもつようになった。
　点字電子手帳は、講義のノートを取るのに利用できることから、アメリカで
は「ノートテイカー」と呼ばれている。
　日本では KGS 社製の『ブレイルメモ』シリーズが多くのユーザーに使われ
ており、点字でメモをとる意味も込めて、点字電子手帳をブレイルメモと表現
するユーザーも多い

★10

。
　点字電子手帳の次世代製品としては、エクストラ社から新たに『ブレイル
PDA』という高機能点字電子手帳が発売されている。既存の点字電子手帳の
機能に比べ、PDA の機能を付加しており、単体でメールやインターネットを
点字で使用でき、墨字文章の作成・編集などもでき、メモリ容量が数十 GB の
パソコン並みである。
　ブレイル PDA は、視覚障害者に必要な録音図書を再生するための機能や、
授業や講演会などでメモ代わりの録音をする機能などを備え、まさにオールイ
ンワンの機器としての活躍が期待されている。
　エクストラ社から 2008 年 8 月に発売された『ブレイルセンスプラス』は、
音声・点字携帯情報端末ともいわれ、拡張性のある PDA に点字表示や音声出
力の機能まで備えた製品を発売するまでになった。
　視覚障害者業界から国産ブレイル PDA の必要性も示唆されているが、開発
コストやユニバーサルデザインが普及した日本においては使いやすさを重んじ
る傾向もあり、マルチタスクで高機能なブレイル PDA の開発には時間がかか
りそうである。
　60 万円のブレイルライト後の 20 万円の BM16 革命のように、60 万円のブ
レイルセンスから低価格の日本製のブレイル PDA が待たれるところである。
（３）点字ディスプレイ・点字電子手帳の大学での利用

　点字ディスプレイは、点字印刷や教科書が 32 マスで印刷される場合が多い
ため、点字ディスプレイも 32 マスを超えるものが望ましい。そして、パソコ

ンに接続し、点字表示する場合、スクリーンリーダーや自動点訳ソフトなどが
必要となるため、スクリーンリーダーの説明を参照されたい。
　点字電子手帳（ブレイルメモ）やブレイル PDA の場合は 32 マス前後のもの
が、持ち歩くことができ、点字ディスプレイとしても使えるため、効率的であ
ると考えられる。
　視覚障害者は点字盤を使い授業のノートをとり、試験や文章作成などの速さ
が求められる場合は点字タイプライターを使っていた。ところが、点字盤や点
字タイプライターは、硬い紙に物理的に凹凸をつける方式で講義室に響き渡る
音が問題となった。周りもそれを使う本人も気になるところであった。点字タ
イプライターの下に布のような下敷きを置き、ノートをとる時代もあった。
　2000 年以降、点字電子手帳（ノートテイカー）を用いることにより、静かな
音で、点字タイプライター方式の 6 点入力が可能となり、速く打つことができ
た。書いた文章の編集も可能となり、現在は多くの大学生が用いる支援機器と
なっている。
　現在数カ国の点字ディスプレイが日本で発売されており、上で述べたような、
点字ディスプレイのみの機能をもつものから、点字電子手帳、ブレイル PDA、
音声・点字 PDA まで多くの種類が登場しており、使い方や値段にかなりの幅
があり、支援技術専門家の意見や当事者のヒアリングの上で機器を選ぶ必要が
あると考えられる。

（４）点字ディスプレイの具体的な使用例

　アメリカでは機能面から二つの用語を用いて点字ディスプレイを表現してい
る。一つはメモリを持たず、パソコンとの接続のみによりその機能が発揮され
る Braille	Display（点字ディスプレイ）であり、もう一つは、単体にメモリを
持ち、点字入力し保存や検索が可能な NoteTaker（ノートテイカー）である

★11

。
　現在日本で生産されている点字ディスプレイの 9 割以上はいわゆるノートテ
イカーであり、このノートテイカーは、PC 接続可能なため、点字ディスプレ
イの機能も備えている。
　日本ではノートテイカーや点字電子手帳などの言葉が積極的に使われない感
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がある。厚生労働省の日常生活用具では、点字ディスプレイを給付対象にして
いるため、発売業者は高機能なものにも関わらず、単体機能を表す点字ディス
プレイの言葉を用いている。実際いわゆるノートテイカーも、点字ディスプレ
イとして登録し、給付対象になっているため、厚生労働省の日常生活用具の項
目名においてもノートテイカーや点字 PDA などと名称を改める必要があると
考えられる。
　現在日本においては、点字ディスプレイとノートテイカーを区別するための
正式な名称はなく、前項で述べたように多くの言葉が入り混じって使われてい
る現状であるが、国産点字 PDA がない事も一因となっていると考えられる

★12

。
　日本で発売されている代表的な外国製点字 PDA は EXTRA 社が発売してい
る『ブレイルセンス』だが、60 万前後という高額なため、学生や研究者など
の利用に止まっている状況である。
　日本テレソフト社や EXTRA 社が低価格の点字ディスプレイを日本市場に
投入した事を契機に日本の点字ディスプレイ価格は低下傾向にある。現在 40
マス前後の点字ディスプレイは 20 万円台が多く、点字 PDA は外国製のみだが、
現在韓国の HIMS 社製が 60 万円前後で発売されている。

９．点字プリンタ

（１）概要

　点字プリンタとは、コンピュータに接続し、点字エディタ（点字ワープロ）

や自動点訳ソフトなどで作成した点字データや触図データなどを点字用紙に凹
凸を付け、触覚（点字）資料として出力するための支援機器である。最近はパ
ソコンだけではなく、点字情報端末で視覚障害者が作成した点字データを点字
プリンタに直接接続し打ち出す事も可能である。
　点字プリンタは、コンピュータから点字電子データを送信する事で、簡便な
点字資料の制作を可能にしただけでなく、点字データさえあれば、点字資料の
複製が可能である事から、広く使われるようになっている。
　点字プリンタはコンピュータの文字情報を確認するための機器としても使わ

れていたが、現在は、点字や触図だけでなく、点字・活字の同時印刷など多様
な目的で使われるようになってきている。
　印刷方法も、片面印刷、両面印刷、両面同時印刷、点字と活字同時印刷など
多様な機種が登場しており、打ち出しスピードも様々である。
　とくに、従来の機種に比べ最近はオフィスや教室などでも設置可能な大きさ
や消音性能の高い機種が登場しており、活字を同時印刷する事で、視覚障害者
と晴眼者とのコミュニケーションが可能なものも多く普及している

★13

。
　視覚障害者用の支援機器としては最も高額な機器の一つであり、教育機関や
点字図書館などでは必要不可欠な支援機器の一つとなっている。

（２）点字プリンタの歴史

　1971 年に設立された世界初の点字プリンタメーカーであるアメリカの
Enabling	Technologies 社は、大学時代視覚障害のクラスメイトに点字資料を
提供するために 1969 年に試作した『紙テープ式点字プリンタ』の開発がきっ
かけとなっており、大学教育での点字プリンタの重要性をうかがわせるもので
ある。
　1980 年代後半になると、ESA シリーズ以外に、アメリカから「ロメオ」、
ドイツから「ティール」などのプリンタが輸入されるようになる。
　現在もっとも多く普及している ESA シリーズを扱う JTR は、1980 年に、
株式会社白雷商会がコンピュータ点字端末装置として開発した ESA731 を発
売するために設立され、現在まで時代のニーズに合わせた製品を出している。
　2000 年後半からは、点字と活字（カラー）が同時に印刷可能で、打ち出す点
の大きさや高さが調節可能な高額なプリンタなども輸入されており、教育関係
者だけでなく、触覚関連研究者からも注目を浴びている。

（３）点字プリンタが普及した要因

　点字プリンタが現在のように広く使われるまでは、いくつかの大きな要因が
あると考えられる。点字は読み書き可能な視覚障害者の文字としての役割を果
たした事はいうまでもないが、時代の変遷とともに、点字出力機能は周辺技術
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とともに多様に発展していたことが上げられる。
　最初は、点字盤の上に乗った分厚い点字紙に点筆で凹凸を付けて点字を書い
ていたが、点字タイプライターが登場し比較的早く点字が打てるようになった。
その後、点字を多量に複製する技術として、亜鉛板製版や超高速点字プリンタ
が登場している。
　点字をパソコン上で編集するための点字エディタも様々なものが開発されて
おり、視覚障害者の利用だけでなく、点字データを作成するためのボランティ
アや製版士の活用がむしろ多い状況である。
　点字エディタを使った点訳方法は、点訳ボランティアや、点字製版士が墨字
（活字）の原稿を見て、パソコンで点字に対応する 6 つのキーを押して、入力
を行う。電子データであるため、修正や編集が容易であり、内容を把握してい
ることから編集作業もスムーズに進むのである。
　ところが、活字データを点字データに変換する自動点訳ソフトが発達し、ス
キャナなどで活字を読み取りテキストデータを作った上で、自動点訳ソフトを
使う方法も登場しているが、パソコン点訳に慣れているボランティアによると
内容を把握していないため修正が大変困難であり、従来のパソコン点訳が現在
も行われているとのことである。
　2009 年は点字考案者ルイ・ブライユの生誕 200 周年記念の年であることから、
日本民族学博物館で開かれた国際シンポジウム「点字力の可能性── 21 世紀
の新たなルイ・ブライユ像を求めて」の主催者の広瀬浩二郎は、点字が視覚障
害者の生活や文化に革命をもたらしたことを説明し、点字は視覚障害者のため
だけのものではないと述べた。シンポジストの一人に点訳ボランティアが立ち、
点訳ボランティア団体の形成過程と様々な側面についての講演が行われた。
　点字プリンタが現在のように広く使われるようになるまでに、いくつかの大
きな要因があると考えられる。点字は読み書き可能な視覚障害者の文字として
長年位置づけられてきたのだが、広瀬によると、現在点字エディタを使い墨字
を点字になおす作業の多くは熟練したボランティアの手によるものであり、も
はや点字というものは視覚障害者だけのものとはいえない時代が来ているとの
ことである。

　墨字データを点字データに変換してくれる自動点訳ソフトは、点字を知らな
い方や団体が視覚障害者に点字データや点字を提供するための多大な貢献を
果たしているが、現在日本の点字図書館やパソコン点訳ボランティアグループ、
専門点訳者などによって制作された数十万タイトルの点訳データは、点訳ソフ
トによるものではなく、点字エディタを使用したボランティアや触読校正者な
どの努力が生み出した成果である。

（４）点訳エディタと自動点訳ソフト

　点字ワープロと言われる、点字の電子データをパソコン上で作成し編集する
ための点字エディタの普及とパソコンが安価になってからパソコン点訳が広ま
った。熟練された点訳ボランティアや点訳者によって点訳されたパソコン点訳
による点字データは点字に打ち出すのみでなく、最近はスクリーンリーダーを
使った読書方法や、点字ディスプレイに表示して読むなど、点字プリンタを使
った紙ベースの読書方法とは異なった読書方法も現れている。
　点字データを作るのはパソコンだけでなく、点字情報端末機（点字ディスプ

レイ）からも可能であり、視覚障害者が点字メモした内容を点字プリンタに接
続しそのまま打ち出すことも可能となっている。
　本項では、パソコン点訳に使われる点字エディタと、テキストデータを点字
データに変換するソフト、自動点訳ソフトについて説明し、ソフトウェアを以
下に記す。
　点字（点訳）ワープロは点字データを作成するための点字エディタを指すも
ので、現在フリーウェアからシェアウェアまで様々である。
　自動点訳ソフトは現在日本で最も多く使われている製品版 EXTRA とフリ
ーソフトの IBUKI-TEN が有名である。
　自動点訳ソフトには点字エディタ機能も備えている場合が多い。点字エディ
タとして IBM の Win-Bes が日本ではもっとも多く用いられたが、現在点字編
集システムという名称変更とともに、製品版となっている。

・点字エディタ（点字ワープロ）
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■註

★ 01　音声読み上げ機器または、活字読み上げマシン、読み上げ拡大

読書機等言い方があるが、英語ではスピーチマシンという。詳しく

は、スピーチマシン（活字読み上げ支援技術）をご参照頂きたい。

★ 02　日本ではスカイフィッシュ社の FocusTalk が、アメリカでは

GW-Micro 社の Window-Eyes が、Vista 発売と同時に Vista 対応の

スクリーンリーダーを発売し、話題となった。

★ 03　能動的情報処理と受動的情報処理については韓・大河内

［2008］を参照されたい。

★ 04　ピッチコントロール機能とは、スピードを上げても聞きやすく

する機能で、デジタルならではの機能である。テープレコーダーを

再生状態で早送りした際、高音になるので、実測値 2.5 倍を超える

と聞き取りにくくなるとされている。

★ 05　CCTV は一般に閉回路テレビと訳される。英語では、Video	

Magnifier と呼ぶ場合もある。

★ 06　紙に手書きや印刷された資料をスクリーンに映し出すための機

器で大学の授業等で使用される。

★ 07　Zoomtext とは NEC 社が発売しているパソコンの画面を拡大表

示するためのソフトウェアの商品名である。

★ 08　視覚障害者用触覚ディスプレイには、触覚マウスや触覚テ

レビなどが NHK 放送技術研究所で開発されており、電気信号

による『額感覚認識システム：Forehead	Sensory	Recognition	

　　コータクン、ブルイルスター、BASE、WIN-BES99
・自動点訳ソフト（点字エディタを合わせ持つ場合が多い）

　　EXTRA、IBUKI-TEN　
・点図作成ソフト
　　エーデル、Braille	Figure

10．支援工学に基づいた支援

　情報障害といわれる視覚障害者への支援には、専門的な知識を必要とする。
本章では、大学で必要と考えられる重要な支援機器を中心に記述したが、生活
面や学習面では、商品化されない支援技術や支援方法が存在する。
　それらの支援を誰が担うのかまだ解決されていない問題も山積している。支
援を受ける正当性や妥当性に対する定義も支援を受ける側の要求水準によって
大きく変わる現状も、支援方法が確立されていない事を端的に示すものである。
　石川は「間に合わせ技術」の重要性について述べているが、製品化されてい
ないが障害者に役立つ技術や支援方法が存在することを述べている。中邑は、
「ハイテク」と「ローテク」を駆使した障害理解からの支援に取り組んでおり、
支援を工学として捉えようとする努力がなされている。
　立命館大学においては、障害学生支援室が設立され、障害学生の担当職員が
配置されている。初期にはお互いを理解するための時間が必要であったが、そ
の支援のレベルは日々増加の一方を辿っている。
　情報化社会ともいわれる現在、コミュニケーションの重要性は日々ましてお
り、情報リテラシーの重要性が唱えられたことも久しいが、障害学生を理解す
るためにはたゆまぬコミュニケーションと一人一人を理解するための時間を必
要とする。
　支援機器を研究開発している伊福部は、本来人間がもつ能力を目覚めさせる
機器の開発が支援機器開発の究極的目標であると筆者に話した事がある。
　支援機器・支援技術・福祉工学・リハ工学・情報福祉・福祉情報工学・支援
工学など、現在障害者支援のための方法論や機器開発分野は多岐に渡っている

が、大学における学生支援には、必要とする支援を的確に把握し、可能な限り
の支援、合理的配慮がなされることを望みたい。

00 no12_本文.indd   74-75 10.3.12   2:57:14 PM



�� 第一部 ��第２章　視覚障害者用支援機器と文字情報へのアクセス

──── ,	2006,	「テキスト校正入門」視覚に障害のある人のサポート

入門講座	’06, 立命館大学（2006 年 6 月 15 日）於 : 立命館大学

──── ,	2006,	「テキスト文字校正の基礎」テキスト文字校正者養成

講座 , 立命館大学（2006 年 10 月 23 日・25 日・11 月 21 日・24 日）

於 : 立命館大学

──── ,	2006,「テキスト文字校正者養成講座【入門編】　テキスト

校正の基礎」テキスト文字校正者養成講座 , 立命館大学（2006 年 11

月 21 日・24 日）於 : 立命館大学

──── ,	2007,	「障害学生支援の構図──立命館大学における視覚障

害学生支援を手がかりとしての考察」『Core	Ethics』Vol.3:	1-12, 立

命館大学

──── ,	2007,	「視覚障害学生支援と著作権──視覚障害学生への情

報保障を手がかりとして」『NIME 研究報告』33:	37-51, メディア教

育開発センター

浅川智恵子 ,	2002,	「視覚障害者のスクリーンリーディングにおける読

み上げ最適・最高速度」『ヒューマンインターフェースシンポジウ

ム 2002』

あべやすし ,	2006,	「均質な文字社会という神話――識字率から読書権

へ」『社会言語学』（通号 6）:	127-141

荒川明宏 ,	2004,「IT による生活の変化」『視覚障害』191:	46-48

石川准 ,	1996,	「共生のインターフェイス：電能福祉論によせて」『社会

臨床雑誌』3

──── ,	1996,	「コンピュータと障害者：アクセシビリティの社会学」

『社会情報』6(1),	37-56

──── ,	1999,	「障害、テクノロジー、アイデンティティ」石川准・

長瀬修編『障害学への招待──社会、文化、ディスアビリティ』明

石書店

──── ,	2004,	『見えないものと見えるもの――社交とアシストの障

害学』医学書院

System(FSRS)』、商品名、オーデコ（AuxDeco）が発売されている。

★ 09　KGS 社の場合、点字電子手帳に比べ安価を売り物とした、

BT46 という点字ディスプレイのみの機能をもった製品も発売して

いる。

★ 10　ブレイルメモ 16 は BM16 ともいい、国産点字電子手帳の初誕

生であり、その後、機能を強化した製品 BM24、BM32、BMPK 等

が発売されており、多くの学生が必要とする製品となった。因みに

BM16/24/32/46 の数字は表示部の点字マス数を表している。

★ 11　韓国では、ノートテイカーを『点字情報端末機』と言っており、

点字ディスプレイと厳密に区別している。

★ 12　点字電子手帳に相当するものは KGS 社から発売されているが、

単体でメールやインターネット、墨字文章作成可能な国産ノートテ

イカーがない現状である。

★ 13　現在国産点字プリンタ大手メーカーである日本テレソフト社は、

活字と点字を同時出力可能な点字プリンタを開発しており、コンパ

クトで静かな事から、自治体・社会福祉協議会などで多く普及して

いる。
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視覚障害者への情報支援と著作権法上の課題　

青木慎太朗
（立命館大学グローバル COE プログラム「生存学」創成拠点）

　この冊子では、高等教育における視覚障害者の支援、とりわけ情報支援を中
心に取り上げているが、テキスト校正、より厳密には、テキストデータの作成
や頒布に際して、著作権による制限を受ける。視覚障害者の支援のためだから
といって、なんでも自由に行ってよいということにはなっていない。支援に携
わる人たちは、あるいは支援を依頼する人たちも含めて、このことを知ってお
くことは重要である。
　そこで本章では、著作権とはどういう権利なのか、著作権法とはどういう法
律なのか、視覚障害者への情報支援との関わりで整理し、テキスト校正を行う
際の注意点をまとめる。なお、本章において別に明記がない限り、引用条文の
後の“（○○条）”は著作権法の条文であることを示す。

１．著作権と情報保障

　ここでは、大学での障害者支援、あるいは情報保障を考える上で問題となる
著作権にまつわる課題を整理する。
　はじめに、そもそも著作権がどういった考え方を背景にして主張され、ある
いは法益として保護されているかという点について、歴史的に検討を加える。
その上で、大学における障害者支援・情報保障に関係する我が国の現行著作権
法上の問題点について、いくつかの具体的場面を想定しながら検討する。

第３章 （１）著作権の系譜

　古代および中世において、著作権という概念はそもそも存在せず、写本の複
製といった作業は奴隷の労働や修道士によって担われていた（半田	2007）。著
作者は原稿に対する物理的な所有が認められたほかは、今日我々が著作権と呼
ぶ諸権利はまったく認められず、それを保護する法規は当然存在しなかった。
　著作権という考え方が現れ始めるのは印刷技術が発明されて以降である。当
初は出版社の利益を保護することがもっぱらの目的とされており、著作権制度
というよりも出版特許制度といったものであったが、これが認められるために
は申請が必要であることから、特許を与える側は事前に検閲を行うことが可能
になるほか、特許料徴収で国庫を満たすことができたという財政上の問題も絡
んでいた。おくれて、精神的所有権という概念が現れる。これはロックの所有
論の立場を採用したもので、著作物に加えられた精神的労働ゆえにその著作物
に対する精神的所有を著作者に認めるという考えである。
　その後、各国ごとに著作権制度は徐々に整えられていくが、国際条約とし
て 1886 年にベルヌ条約（文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約）

が成立し、我が国は 1899 年に加盟した。著作権は時代の流れとともに変化し、
対象が広がってきている。かつては予め登録しておかなければ著作権が認めら
れなかったり、© マークを付けていないと、出版の瞬間にパブリック・ドメ
イン、すなわち著作権フリーの状態になってしまったりといった方式主義を採
用する国もあったが、今日では創作の時点で原初的に著作権が発生するという
無方式主義がほとんどの国で採用されている。ベルヌ条約はかねてから無方式
主義を採用しており、我が国においても無方式主義を原則としている。国立国
会図書館への納本の義務も著作権法とは関係なく、また登録制度もあるが、こ
れはあくまで（著作権が著作者と分離された場合などにおける）対抗要件として
必要になる場合があるにすぎず、権利保護要件としての登録などは不要である。
　ときどき、アメリカは著作権をはじめとした知的財産権を強固に認め、保
護し、そうした権利を主張するといったことが言われるが、アメリカ合衆国
は長年方式主義を採用していた国の代表格であって、著作権表示（© マーク・

著作権者名・発行年の３要素すべて）が行われていない場合など、直ちにパブリ
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ック・ドメインとみなされていた。アメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したの
は 1989 年のことである。それまで条約への加盟の障壁となっていたのは、方
式主義を採用していたことに加え、著作権の保護期間が短かったこと（発行時

起算であり、原則 28 年間を保護期間としていた。更新は可能であったが、死後 50

年を保護期間とする諸外国に比べ保護期間が相対的に短かった）などがあげられ
る。なお、今日保護期間を死後 70 年に延長しようとする動きが各国にあるの
は事実であるが、そもそも保護期間を死後 70 年にするという動きが起こった
のは 1965 年のドイツである。アメリカ合衆国が保護期間の延長を主張したの
は 1998 年に成立したソニー・ボノ法であり、これにより、1978 年以降のもの
については著作者の死後 70 年、それ以前のものについては公表の時から起算
して 95 年を保護期間とした。その背景には、1920 年代に登場したミッキーマ
ウスをはじめとしたディズニーキャラクターがパブリック・ドメインになるの
が目前であり、ディズニー社の莫大なキャラクター収入が得られなくなること
を頂点として、他のハリウッド業界などが激しいロビー活動を行ったことなど
があげられており、ソニー・ボノ法は「ミッキーマウス保護法」と揶揄されて
いる（福井	2005）。アメリカがソニー・ボノ法以前に保護期間を延長したのが
1978 年であり、これはタテマエとしてはなるほどベルヌ条約加盟への準備段
階であるとする説は的を射ているであろうが、しかしそれ以前の保護期間（公

表時より 28 年。さらに 28 年の更新が可能）ではミッキーマウスはパブリック・
ドメインへの秒読み状態であったのもまた事実である。したがって、ソニー・
ボノ法に限らず、そもそもアメリカ合衆国の著作権法自体がミッキーマウス保
護法的な要素を伴っているのではないかといった指摘まであり、早くも 2020
年頃の再延長が勘ぐられている。

（２）我が国の現行著作権法

　我が国の著作権法は、ベルヌ条約への加盟に向けて旧法が明治 32（1889）

年に制定され、それから 70 年の時を経て昭和 45（1970）年に全面改正、昭和
46（1971）年に改正施行されて現在に至っている。ただ、時代の流れとともに、
その後もさまざまな変更が加えられている。

　現行著作権法において著作者とは「著作物を創作する者」（2 条 1 項 2 号）と
されており、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文
芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（2 条 1 項 1 号）と定められてい
る。我が国著作権法は無方式主義を採用しており、創作の時点で直ちに著作物
となる。
　そもそも、著作権概念には大きく二つがある。著作権はその発展の過程で所
有権として承認されてきたことについてはすでに述べた通りだが、その後にお
いてもなお著作権を財産権として捉えようとする英米法の立場と、著作権は財
産権のみならず著作者人格権の要素も包摂したものとして捉えようとする大陸
法の立場である（半田	2007）。我が国の著作権法は後者に類する。著作権にお
ける財産権は上映権、複製権、翻訳権など、その著作物から財産上の利益を得
る権利のことであり、著作者人格権とは氏名表示権、同一性保持権など、著作
物に対する人格的利益を保護する権利のことである。著作財産権は所有権であ
るから、民法 206 条にある通り、権利者は自由に使用、収益、処分をすること
ができる。また、財産であるからそれらは譲渡や相続の対象となる。著作者の
死後 50 年間については、財産権は相続人に認められるということである。ま
た、著作権者は第一次的には著作者本人であるが、著作財産権はすでに述べた
通り移転が可能であるから、実際には著作を行っていない者が著作権者となる
ことがある。

（３）情報保障についての規定

　では、この著作権法では、情報保障についてはどのように考えられているの
だろうか。結論を先に述べるなら、情報保障は権利としては規定されていない。
著作権の制限（第 30 条～第 50 条）に私的利用のための複製（30 条）、引用（32

条）、教育目的利用（35 条）などと並んで規定があるのみである。
　視覚障害関係では、まず点字による複製（37 条 1 項）が認められている（著

作権者に対して許可を得る必要はない、以下同じ）。その趣旨は「視覚障害者用の
点字による複製は、営利事業として行われる例が少なく、おおむね篤志家の奉
仕によって行われ、その部数も比較的少ないことから、視覚障害者の福祉の増
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進という政策的見地に基づき、これを自由としている」（半田	2007:	160）とい
うものである。さらに、点字データの複製やネットワークを通じた送信が平成
12 年の法改正によって可能となった（37 条 2 項）。次に録音については、以前
は「点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定
めるもの」が行う場合に限られていたが、平成 22 年からは「視覚障害者その
他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で
定めるもの」に対象が広げられ、著作物の録音・貸出が認められている（37 条

3 項）。また、これとは別の項目であるが、弱視の児童・生徒のための拡大教
科書の作成が平成 15 年の法改正から可能となった（33 条の 2）。ただ、これは
著作物の教科用図書等への掲載を認めた 33 条の一部であり、したがって、①
「小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校にお
ける教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検
定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」（33 条）に対象が限
定されており、一般に市販されている書籍等については当てはまらない（した

がって、大学で「教科書」として使用される図書については該当しない）こと、②
教科用図書を発行する者への通知が必要であることなど、点字による複製に比
べ制限的であることは否めない。
　パソコンを音声ソフトで利用している視覚障害者は多いが、音声ソフトによ
って読み上げることを目的とした著作物のデータ化については、これまでま
ったく触れられていなかった。すなわち著作権の制限が規定されておらず、そ
れゆえにテキストデータ化の作業や、あるいはデータ化によって作成された
電子データの取り扱いが（とりわけその法的解釈において）難しかったが、平成
21 年に著作権法が大幅に改正され、平成 22 年 1 月 1 日からは、テキストデー
タによる提供が可能となった。すなわち、第 37 条 3 項が以下のように改正さ
れたことにより、①視覚障害者に代表される目から情報を収集することが困難
な人たちに対して、②点字図書館のみならず公共図書館、学校図書館、大学図
書館等が、③視覚によってその表現が認識される著作物について、④録音図書、
拡大図書、テキストデータ、マルチメディア DAISY などの形式にして、⑤複
製や譲渡を行うことができるようになった。

著作権法第 37 条 3 項

視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者（以下この項及び第

102 条第 4 項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者

で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認

識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆

に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作

物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、

又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第 4 項において「視覚著

作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著

作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度にお

いて、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が

利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を

含む。）を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又は

その許諾を得た者若しくは第 79 条の出版権の設定を受けた者により、当該方式

による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

　ただし、先述した①～⑤の各項目の解釈には争いがある。①については、従
来の視覚障害者に加え、発達障害や知的障害、学習障害などの人たちがその対
象に含まれるが、手でページをめくるのが難しいという肢体不自由者がこれに
含まれるかは微妙である（「視覚による表現の認識に障害のある者」に直ちに含ま

れるか否かで解釈が分かれるため）。②については、従来は点字図書館に主体が
限定されていたところ、公共図書館などにも拡大されたことで、録音図書やテ
キストデータの製作がしやすくなったものの、たとえば、ボランティア団体が
運営している図書館（に類似した施設）、大学の学部・研究科などが独自に設置
し司書を配置していない図書室までをこれに含めると解するのは難しい。③に
ついては、改めて説明する必要はないと思われるが、要するに別に記した「イ
ンクの臭いのしみこんだ紙の固まり」はすべてこれに含まれる。④については、
従来は録音図書のみがこの項目で対象となっていたが、ここでようやく、テキ
ストデータが認められるようになった。もっとも、「テキストデータ」とは明
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記されていないが、「文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用す
るために必要な方式により」というところから、テキストデータが含まれると
いう点に争いはない。ただ、表現方法をわかりやすくするための書き直し（リ

ライト）までをもここに含めてよいのか等、はっきりしない点は残されている。
⑤について、複製および自動公衆送信についてはここに明文化されているが、
これに加えて、あくまでもここに書かれてある目的の範囲内であることを要す
るが、第 47 条の 9 との関係で、当該複製物を譲渡することが可能となる。
　なお、「ただし書き」についても留意する必要がある。どのような出版物で
あってもテキストデータ化して提供してかまわないかといえば、そうではない。
出版社側が予めテキストデータ等を提供している場合には、これまで述べてき
たような複製や譲渡を行うことはできない。この部分が、今回の改正で利用者
側にとって唯一といってよいほど制約を課された部分ではあるが、この点を利
用者側の目線であえて好意的に解釈するなら、「勝手な複製を歓迎しないので
あれば、予めデータ等を用意せよ」と出版社側に対し、暗に誘導しているので
はないか。
　関連して聴覚障害関係にも若干触れておく。平成 21 年の改正より以前は、
「聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるもの」に
限り、「放送され、又は有線放送される著作物」に「音声を文字にしてする自
動公衆送信」（リアルタイム字幕）を行うことが認められていた（37 条の 2）。リ
アルタイム字幕の作成が一定の者に限定されていたことについて、「リアルタ
イム字幕は音声を文字化するにあたり、技術的制約により一部要約することは
避けられないところから、権利者の利益を不当に害することのないよう字幕作
成に一定の能力を有することが必要であるとの要請に基づくものである」（半

田	2007:	161）とされているが、ここでの「権利者」とは著作権者であって聴覚
障害者ではない。多くの聴覚障害者は字幕放送が増えることを望んでおり、さ
らにはすべてのテレビ番組に対する字幕つけを求める動きがある。要約するこ
とで正確さは劣るが、とにかく数を増やしてほしいという声があるのは間違い
ない。ここで権利者＝著作権者を保護するのは、同一性保持権を担保するとこ
ろにあると考えられるが、そうであるとしても、視覚障害者に対する点字によ

る複製と対比した際、不均衡であると言わざるを得ない状況にあった。
　これに対して平成 21 年の法改正より平成 22 年 1 月 1 日からは、①聴覚障害
者に代表される耳から情報を収集することが困難な人たちに対して、②聴覚障
害者情報提供施設のみならず公共図書館、学校図書館、大学図書館等が、③聴
覚によってその表現が認識される著作物について、④音声を文字にするなどの
形式にして、⑤複製を行うことができるようになった。

著作権法第 37 条の 2

聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者（以下この条及び次

条第 5 項において「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で

次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物

であつて、聴覚によりその表現が認識される方式（聴覚及び他の知覚により認

識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該

著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著

作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この

条において「聴覚著作物」という。）について、専ら聴覚障害者等で当該方式に

よつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と

認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。

ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第

79 条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必

要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。	

一　当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該

聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送

信（送信可能化を含む。）を行うこと。	

二　専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること（当

該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用す

るために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。）。

　先述した視覚障害者関係の改正と似ているが、今回の改正によって拡大され
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た担い手（大学図書館、公共図書館等）は第 37 条の 2 の第 2 号に該当し、第
2 号施設は第 47 条の 9 から除外されているため、複製物の譲渡はできない。
　大学での障害者支援における著作権法上の問題を具体例をあげて検討するに
先立ち、同一性保持権について記しておくことにする。

（４）同一性保持権

　著作権法には著作権者のさまざまな権利が規定されている。その中でも、情
報保障を考える上で重要となるのが同一性保持権（20 条）である。情報保障を
行うに際しては、音声情報を文字情報に変更するなどの作業がその過程におい
て行われることがほとんどで、こうした改変が同一性保持権の侵害にならない
かが問題となる。同一性保持権とは、「著作物の完全性を保持し、無断でこれ
の変更、切除その他の改変をする者に対して異議を申し立てる著作者の権利」
（半田	2007:	121）であって、著作者人格権の一つとされている。小説をドラマ
化する場合など、脚色することや上映することにつき著作権者の同意が必要で
ある。同一性保持権が争われるケースとして、パロディに借用する場合などが
あり、憲法が定める表現の自由との関連で争点となっている。
　そもそも、著作者人格権として同一性保持権を保障したのは、「作品は著作
者の分身だから……意に沿わない書き直しをされたら、感情が傷つきます。ま
た、作者は作品によって社会的に評価されるからだという意見もあります」
（福井	2005:	74）という理由があげられている。したがって、悲劇の小説をド
ラマ化に際してハッピーエンドに書き換えるといったことは、たんなるドラマ
化の許諾の他に改変についての許諾なくしては認められない。
　しかし、「いうまでもなくこの権利は、著作者の精神的・人格的利益の保護
のために法的承認を受けた権利であるから、厳密にいえば著作物の改変にあた
る場合であっても、それが著作者の精神的・人格的利益を害しない程度のもの
であるときは、同一性保持権の侵害とはならないと解するべきである」（半田	

2007:	121-122）と考えられている。同一性保持権の侵害にあたらないものとして、
①教科用図書（教科用拡大図書を含む）や学校教育番組に著作物を利用する場
合に「用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと

認められるもの」（20 条 2 項 1 号）、②建築物の増改築や修繕（同 2 号）、③プロ
グラム著作物のバグ修正やバージョンアップ（同 3 号）が列挙されている（半

田	2007:	122）。このほか、同一性保持権の及ばぬものとして、④「著作物の性
質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」
（同 4 号）と規定されており、何が「やむを得ないと認められる改変」かが問
題となる。
　今回の著作権法改正により、視覚障害者向けの録音図書やテキストデータの
作成については、別に定められたために同一性保持権について意識しなければ
ならない状況から概ね解放されたが、先述したように表現内容それ自体の変更
を伴うようなリライトについて、微妙な位置づけであることなど、提供された
ままの表現では受け取れない人たちに著作物を提供する際の変更が、どこまで
許容されるかという問題は、まだなくなったわけではない。

２．大学での情報保障と著作権をめぐる問題集

　著作権法について概観したところで、大学における情報保障の具体的場面に
あてはめながら、著作権法との関係について考えてみたい。

（１）レジュメ・講義資料のデータによる提供

　テキストデータの提供を拒む理由として、それを作成するための手間（デ

ータの種類を変更するだけの場合なら簡単だが、この冊子の第１章で述べたように、

原本をスキャナにかけ、OCR ソフトを用いて活字を抽出し、原本を見ながら校正す

【事案１】
　視覚障害をもつＡはＢ教授の授業を受講していたが、Ｂ教授は毎回プリント
を配布する形で授業を進めていた。Ａはレジュメや資料のデータによる提供を
求めたが、Ｂ教授の配布するプリントには、Ｂ教授に著作権のない本や資料か
らのコピーが含まれていたため、著作権法上データでの提供は不可能であると
回答した。Ａはデータを受け取れないのか？
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るという作業）を考えた場合が多いが、この事案においてはあくまで著作権法
を理由とした拒否であるという部分のみを問題とする。
　まず、Ｂ教授が授業で他人の著作物を使用することについては、著作権法
35 条の問題となる。35 条は、学校で授業を担任する者が授業の目的上必要と
認められる限度において著作物を複製（コピー）してもよいことを規定してい
る。本事案では、Ｂ教授は「教育を担任する者」であり、資料を配付すること
で著作権者の利益を不当に侵害するといったことがないのであれば、この部分
はクリアできる（この点、たとえば、小学校で使用する副教材として製作された漢

字ドリルを教師が人数分コピーして配布するような場合は、たとえその教師が「教

育を担任する者」であったとしても、教師の複製・頒布によって児童が自ら漢字ド

リルを購入しなくなり、出版元の経済的利益を不当に害すると判断される）。

　次に、テキストデータ化すること自体における問題について。①視覚障害が
あるＡが使用するためにするデータ化は、それをＡが使うことだけを目的と
している以上、著作権者の経済的利益を不当に侵害するとは考えられない。他
の学生にコピーを配られるのと、著作権者から見て何ら変わらないはずであ
る。②著作者人格権、とりわけ同一性保持権についても問題となるが、「著作
物の変更それ自体は個人的利用の範疇に属し、だれにでも自由に許されるので
あるから、著作者の同意を要しないことはもちろんである。だが、変更された
著作物が複製等によって公に利用されるようになると、それは個人的利用の範
囲を逸脱することになり、したがって著作者の同意を必要とする。つまり同一
性保持権がその効力を発揮するのは著作権の行使の際ということになる」（半
田 ,2007:	148）といったところから考えると、Ａのテキストデータの利用はあ
くまで個人的なものであって、それを公にしたり他人に渡したりするといった
ことがない限り、同一性保持権の問題もクリアされる。
　本事案においては、Ｂ教授の教材の配布が、35 条に該当するか否かが問題
となること以外、情報保障という点で別段問題になることはない。

（２）教科書のデータによる提供

　現行著作権法では、出版社がデータを提供する義務はない。また、そもそも
出版社はデータを提供する権利すらもっていない場合が多いようである。出版
社がデータを提供する場合、著作権者の了解を得る必要があり、共著等で著作
権者が複数いる場合、その全員の了承を得なければならず、それらの労を出版
社が負担することとなるが、これが不当であると出版社側は主張する。それは
出版社にそもそもテキストデータの提供の義務がないことによる。さらに出版
社がもっているデジタルデータはテキストデータではなく、それらのデータか
らテキストデータをつくるには変換作業が必要なこと、テキストデータでは表
現できない漢字や図表を載せることができず、勝手に変換を行うことは同一性
保持権が問題になること、データの所有権が出版社ではなく印刷所にある場合
があること、などがある。
　本事案では、著作権者であるＣ教授が自ら出版社にデータ提供を依頼してい
るから、データの提供に著作権者は同意していることになり、著作者人格権と
しての同一性保持権が問題となる余地はない。したがって、財産権の問題のみ
となる。とはいっても、著作権者はテキストデータの提供に同意しているから、
著作権者の経済的利益が侵害されることにはならない（というよりも、著作権

侵害の申し立てが起こり得ない）。そのため、出版契約における出版社の利益お
よびテキストデータ作成に必要な負担を誰がするかという二つの問題が残ると
思われる。ここで前者については、①原本を購入すること、②テキストデータ
の使用を個人利用にとどめることを条件にすれば問題にはならないだろう。実
際、テキストデータを提供している出版社も、この二つを条件にしている。と
すれば、後者の問題のみということになる。すでに述べたように、出版社には

【事案 2】
　Ｃ教授は自分の著書を教科書として使用していたが、受講していたＤは中途
失明の視覚障害者で、点字がまだ十分読めない。そこで教科書のテキストデー
タによる提供をＣ教授に求めた。Ｃ教授は出版社に問い合わせたが、データの
提供には応じないとの回答だった。Ｄはテキストデータを受け取れないか？
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テキストデータの作成や提供についての義務はないから、そこに発生する負担
を強いることは難しい。となると、Ｄの個人利用ということで大学側が用意す
ることになるだろう。
　また、著者であるＣ教授がテキストデータを所有しているからそれをもらえ
ばよいと誤解されることもあるが、Ｃ教授に限らず、原稿を出版社に収める際
の最終段階のデータであっても、実際に印刷して出版されるまでには出版社側
でさまざまな校正作業が行われるから、そのやりとりの課程で、執筆者のもっ
ているデータと出版された本の中身が大きく異なることは珍しくない。そのた
め、データ提供の必要性を理解していたとしても、提供を躊躇することがある。
さらに、執筆者と出版社の間で著作権に関する契約を交わす際、複製権が出版
社側にある旨が明記されている場合も多く、その場合は、たとえ自分の著作物
であったとしても、勝手にデータをコピーして頒布することはできない（こう
いう契約を交わすのは、出版後に執筆者が別の出版社と新たに契約を結んで出
版することにより、最初の出版社が不利益を受けることを未然に防止するなど
のねらいがある）。
　なお、平成 21 年の著作権法改正により、平成 22 年からは、点字図書館、大
学図書館などがテキストデータ化を行い、それを視覚障害学生に提供すること
が可能となった。したがって、本事例では、出版社も C 教授もデータの提供
ができない場合でも、D の属する大学図書館等でテキストデータを作成し、D
に貸し出す、あるいは譲渡するという選択が可能である。

（３）大学における録音図書の製作

　平成 21 年までの著作権法では、録音図書については、「点字図書館その他の
視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるもの」（37 条 3 項）

が行う場合に限り、著作物の録音・貸出が認められていた。ここでいう政令

とは著作権法施行令第 2 条のことであるが、これによると、国や地方公共団体、
公益法人が設置する点字図書館、特別支援学校（盲学校）の図書館などが該当
するが、大学図書館としては、「学校教育法第１条の大学（専ら視覚障害者を入

学させる学部又は学科を置くものに限る）に設置された図書館及びこれに類する
施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供する
ものとして文化庁長官が指定するもの」（著作権法施行令第 2 条 6 号＝平成 22 年

以降この部分は削除）と規定されており、これに該当するのは筑波技術大学の
図書館のみである。
　したがって、その他の大学図書館、障害学生支援室、ともにこれには該当し
ないため、録音図書の製作、貸出を行うことはできないとされていた。
　しかし、先述の通り、平成 21 年の著作権法改正により、平成 22 年からは、
大学図書館で録音図書の製作・貸出・譲渡が可能となった。そのため、本事案
においてＥは大学図書館に録音図書の製作を依頼すればよい、ということにな
る。なお、本事案では録音図書を事例にしているが、改正された著作権法では
録音図書だけでなくテキストデータについても同様の扱いが可能である。
　ただ、これはあくまでも法律上の話であって、実際に大学図書館が録音図書
の製作に対応するとは、少なくとも本稿執筆時点においては考えにくく、現実
的ではない。障害学生支援室が設置されている大学では、図書館ではなく障害
学生支援室が窓口となって対応することになるだろう。では、仮にＥが大学図
書館ではなく障害学生支援室に録音図書の制作を依頼した場合、障害学生支援
室が作成することは可能なのか、他にどのような対応が可能かを検討しておき
たい。
　大学図書館が録音図書やテキストデータの製作が可能であるとする根拠とし
て、著作権法施行令第 2 条に「大学等の図書館及びこれに類する施設」と明記
されている点を紹介しておかなければならない。そしてここで次に問題となる
のが、「及びこれに類する施設」がどこまでを含むか、という点である。これ
については、正直なところ「微妙」といわざるを得ない。障害学生支援室で製
作することが直ちにクロというわけではないが、障害学生支援室は図書館と違
って図書の管理を行う施設ではないし、管理できる体制もなく、図書館司書も

【事案３】
　視覚障害をもつＥは、授業で示された参考文献を録音図書として提供してほ
しいと考えた。大学図書館、障害学生支援室のどちらに持ち込むべきか？
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いない。そのため、障害学生支援室で対応する場合には、従前のように視覚障
害学生の個人利用という条件下で支援を実施するのが精一杯だろう。これに対
して、大学図書館が担い手になる場合には、まさに正々堂々と録音図書やテキ
ストデータの製作・貸出・譲渡が行える。個人利用という制約にも縛られない
ため、複数の視覚障害学生に同じタイトルの録音図書ないしテキストデータを
提供することもまた、可能となる。本事案で、たとえばＥと同じ授業を受講し
ているＦ、あるいは１年後輩のＧがいた場合、Ｅの依頼によって図書館が製作
した録音図書をＦが利用することもできるし、翌年同じ授業を受けるＧが来年
利用することもできる（そのために図書館が管理し、１年後に貸し出すことになる）。
なお、ここでＦ・Ｇはともに視覚障害をもつ学生であって、録音図書を必要と
していることが前提である。
　こうして見てくると、障害学生支援室のみならず、大学図書館が障害学生支
援に加わり、連携・連動していくことの意義が大きいことが分かる。そしてこ
れは、聴覚障害者向けのビデオ字幕付けについても、まったく同じである。実
際の作業を誰が行うかはさして問題ではなく、管理や提供に責任をもっている
のがどこなのかが問題となる。つまり、仮に学生がアルバイトで作業を担って
いたとして、障害学生支援室からの指示であるのか、大学図書館からの指示で
あるのか、それによって法的な位置づけが違ってくるということである。さら
に言えば、製作された録音図書やテキストデータ、字幕を付した映像教材が障
害学生支援室に保管されていることが問題ではなく、それが大学図書館の管理
監督下であるかどうかが分かれ目になってくる。
　これは裏返せば、録音図書やテキストデータの製作を、図書館業務の一部と
して障害学生支援室が担っているということにしておけばよい、ということで
ある。もちろんこれは、そのように擬装せよということを意味しているのでは
なく、大学内の組織間で連携・連動・協力せよという意味である。そしてそれ
によって、新たな法律の下では支援を充実させることが可能である、というこ
とである。
　さて、本事案における別の対応方法についても述べておこう。本件の場合は、
視覚障害者向けの貸出というよりは、視覚障害をもつ学生であるＥの利用に供

することが目的である。仮に、Ｅが友人に頼んで音読してもらうような場合に
は、友人の本を読み上げるという行為は著作権法 38 条の口述に当たり、さら
に、それを聞きながらＥが録音した場合であっても、著作権法 30 条の私的使
用に当たり、いずれも認められる。ただし、口述に関しては「公表された著作
物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつ

てするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条に

おいて同じ）を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述す
ることができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は
口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」（38 条１項）

とあるように、①営利を目的としていないこと、②聴衆から料金を受けないこ
と、③口述を行う者に報酬が支払われないことの３つを満たす必要がある。友
人にボランティアで依頼する場合はこれに当てはまるが、たとえば、朗読をビ
ジネスで行う者に依頼した場合は①～③すべてに抵触するし、Ｅ本人から料金
を徴収しないとしても、大学から朗読者に対して報酬が支払われる場合には、
③に抵触する。

３．課題

　前節で情報保障の具体的場面を想定して著作権法との関係について考えてみ
たが、もちろんこの他にもさまざまなケースがある。著作物の利用について、
我が国の著作権法では、著作権の制限として具体的に定めており、明記されて
いる利用に際しては、そこに書かれてあることに従えばよいから、分かりやす
いというメリットがある。その反面、書かれていない事態に直面したときには、
利用が妨げられる恐れがある。
　我が国の著作権法のような具体的な規定を定めず、一般的な著作権の制限規
定をおいている国がある。とくにアメリカ合衆国が採用しているフェア・ユー
ス（fair	use：公正利用）の法理が知られている。アメリカ合衆国著作権法 107
条は、「批評、解説、ニュース報道、教育、研究又は調査等を目的とする著作
物の公正利用は著作権の侵害とはならない」（尾崎	2004:	91）としており、①使
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用の目的および性質、②著作物の性質、③著作物全体との関連における使用さ
れた部分の量および質、④著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
を考慮して、公正利用にあたるか否かを判断することになっている。障害者の
情報保障という点から考えるなら、こうした一般規定によって制限されている
方が、著作物の利用はより容易になる。
　フェア・ユースを採用するか否かは措くとしても、我が国の著作権法が障害
者の情報保障にとって壁となっていたことは事実であり、著作権法の改正をも
含めた検討は急務であった。今回の改正は、これに応えた形となり、とりわけ
テキストデータの製作については、法律上の壁は低くなった。もっとも、先に
示したように、大学内での担い手が大学図書館に限定されていることなど、課
題も残されてはいるが、現行法の範囲内で対応可能なものについては、それを
まずは試みるべきであろう。

出版社の対応とその背景

植村　要
（立命館大学大学院先端総合学術研究科）

１．なぜテキストデータを必要とするのか

　パソコンは、視覚障害があってディスプレイが見えない場合でも、ディスプ
レイを音声化して出力するためのソフトであるスクリーンリーダーをインスト
ールすることで操作でき、文字を読むことができる。石川は、全盲である自
身がどのように活字書

★01

を読んでいるかについて、ボランティアの協力によって
作成されるのに数ヶ月を要する点訳・音訳に対して、スキャナーと OCR、パ
ソコンによって文字認識させて読む「ハイテク読書法」を紹介する。そして、
「ハイテク読書法」の利点と欠点を、以下のように記す（石川	2004）。

利点：①本が手に入ったらすぐに読める。②難解な文章も理解できる。③速
読できる。④斜め読みできる。⑤検索できる。⑥編集できる。⑦二次
利用するのに便利である。

欠点：① OCR ソフトが文字を誤認識する。②読み上げソフトが誤読する。
③自分では誤りを完全には校正できない。

　この「ハイテク読書法」の技術開発によって、視覚障害者が読書をする上で
の困難のかなりが軽減されたことは確かである。しかし、その一方で、上記欠
点の①と③について、OCR ソフトでテキスト変換されたデータの誤認識を修
正するという、けっして少ないとはいえない新たな負担を生じることにもなっ

第４章
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た
★02

。ここでは、誰がこの負担を担うのが正当かが問題にされなければならない。
さらにはこの負担自体が必然なものなのかが疑われる。もとより、出版社には
活字書の作成に使用した活字書と同じ内容のデータが保存されているはずだか
らである。ここに、出版社にテキストデータの提供を請求する根拠がある。
　テキストデータを必要とするのは、スクリーンリーダーで音声化して読む場
合だけではない。点訳をする場合であっても、テキストデータがあれば、その
ための労力は相当軽減される。今日、点訳作業は、多くの場合自動点訳ソフト
を用いて、パソコン上で行われている。この方法での点訳の過程は、まず、上
記の「ハイテク読書法」の手順でテキストデータを作成し、ここで生じた文字
の誤認識を逐一修正する。つまり、欠点の①と③を補完する作業をするのであ
る。続いてこのテキストデータを点訳ソフトで点字データに変換する。この段
階で、漢字の読みや、点字表記の細部に誤りが生じるので、これを修正する。
現状では、このような手順で行われている。ここに出版社からテキストデータ
が提供されれば、この手順の前半部は省略され、後半部の自動点訳ソフト上で
の作業のみを行えばよくなるのである。
　テキストデータを必要とするのは、そのデータを音声や点字といった別の媒
体に変更して読む場合だけではない。出版 UD 研究会は、ロービジョン、色弱、
肢体不自由、発達障害、学習障害、高齢など、現在の活字書が、すべての人に
とって便利であるとはかぎらない多くの事例を紹介している（出版 UD 研究会

2006）。
　国立国会図書館は、海外の図書館および国際機関における視覚障害者等図書
館サービスの最新状況に関して、2002 年度に２件の調査を実施しており、こ
の調査報告書に海外においてテキストデータがどのように位置づけられてい
るかが記されている。これによると、スウェーデンでは、公貸権制度によっ
て、公共図書館・学校図書館での貸出し数に比例して、国がスウェーデン著作
者基金に補償金を支払い、作家がその配分を決定するという形態が採られてい
る。これは図書館で貸し出すすべての本についてであり、録音図書も同じ扱い
である。著作権法は、製作機関を図書館や組織に限定してはいるものの、「障
害のある人の利用を目的とするが、障害のない人も利用できる形態で製作し、

ニーズを持つ幅広い層の利用者に提供するもの」というオープンシステムを採
る。製作機関として認められているスウェーデン国立録音点字図書館（Talboks-

och	punktskriftsbiblioteket：TPB）が扱う資料は、設立からの過程で、点字図書
のみから徐々にアナログの録音図書、Ｅテキスト図書および DAISY 録音図書
へ拡大し、それに伴って利用者も点字使用者のみから視覚障害者、重度身体
障害者、読書に障害のある人へと拡大してきている。また、アメリカは、「障
害のある人だけが利用できるように特別な方法で製作し、障害によりニーズ
を持つ利用者に提供するもの」というクローズドシステムを採る。民間機関
の Bookshare は、視覚障害、ディスレクシアのような学習障害、運動障害な
どの読書に障害のある個人やそのサービス機関に対して、オンライン上でア
クセシブルなデジタルフォーマットの図書を提供している（深谷・村上	2003）。
Bookshare は、DAISY3 が「障害のある人だけが利用できるように特別な方法
で製作」されたものとして位置づけられている点に着目して、音声合成装置、
大活字、あるいは点字ディスプレイで読む DAISY3 仕様の電子テキストのネ
ットワーク配信の取り組みを始めた（河村	2003）。
　DAISY3 は、当初デジタル録音図書の規格として開発された DAISY	（Digital	

Accessible	Information	System）を発展させて、2002 年に NGO である DAISY
コンソーシアム

★03

が開発した技術である。DAISY3 のコンテンツは、音声フ
ァイル、画像ファイル、HTML の後継技術である XML	（extensible	markup	

language）	でマークアップされたテキストファイル、そして、それらを同期さ
せる SMIL2.0（Synchronized	Multimedia	Integration	Language）から構成される。
ここで注目すべきは、インターネットの標準化団体である W3C	（World	Wide	

Web	Consortium）で策定された XML と SMIL をもとにしていることである。
これによって、DAISY3 仕様で作成された出版用版下データあるいは電子図
書は、点字、大活字、デジタル録音、パッケージ化されたマルチメディア図書、
さらにはブラウザに依存しない正確なレイアウト表示での Web コンテンツと
しての公開、ストリーミング配信など、多様な形態の情報アクセス・チャンネ
ルをもつことができ、その選択を一つのファイルで可能にした。DAISY3 は米
国情報標準化機構（National	 Information	Standards	Organization：NISO）で採択
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された（河村	2003）。
　DAISY3 が普及していない現状において、筆者は、活字書を購入する際、出
版社に対してテキストデータの提供を求めている。筆者には視覚障害があり、
活字のままではその書籍を読むことができないからである。しかし、一部の出
版社・書籍を除いて、多くの場合でその要求はかなえられない。著作権が関係
していることは容易に思い当たる。しかし、それだけでは一部の出版社・書籍
において可能であり、それ以外において不可能である現状を、十分には説明し
えない。本稿は、こうした筆者の経験を調査結果として位置づけ、出版社にテ
キストデータの提供を困難にさせている背景を探索することを目的とする。
　まず、２．では、調査方法を記し、３．では、本調査に対する出版社からの
返答を記す。４．では、筆者の調査しえた範囲ではあるが、同じニーズを持つ
人の利便に資するという実践的意図から、テキストデータ提供の請求に対する
各出版社ごとの対応の可否を図示し、出版社が挙げた理由から、テキストデー
タの提供がなぜ困難なのかを考察する。そして、５．では、現にテキストデー
タを必要とする人がいるという実践的観点から、４．から導出される提案を試
みる。

２．調査方法

　一つは、2007 年８月から 12 月末までに、筆者が出版社に対して、書籍のテ
キストデータの提供を請求した際に送受信されたメール、およびそれへの返答
として出版社からかかってきた電話での話し合いを元にしている。まず、筆者
が出版社に書籍の購入を申し込み、その際にテキストデータの提供を請求する。
申し込みは、出版社が HP 上に公開しているメールアドレスから行う。あるい
は、メールアドレスが公開されていない場合には、出版社が HP 上に開設して
いる購入申し込みフォームから活字書の購入を申し込み、その通信欄にテキス
トデータ提供の要望を記す。そして、テキストデータを提供しない旨返答され
た出版社に対しては、重ねてその理由を問い合わせることとした。これまでに
出版社と送受信したメールの総数は、数百通に及んだ

★04

。

　ここで、購入を前提として問い合わせたことと、それに伴って問い合わせを
した対象が限られた出版社になったことについて説明しておく。購入が前提に
なっていれば、出版社は何がしかの返答をしなければならなくなる。テキスト
データを提供しない出版社であっても、その旨返答をしなければならない。ま
た、前例がないなどで、社としての方針が決まっていない場合であっても、筆
者の申し込みに対する対応として、検討がなされるとも考えられる。購入が前
提になっていればこそ、その対応の理由を重ねて問い合わせることもでき、社
内でなされた検討について質問することもできると考えたからである。それこ
そが本稿の目的に適うことでもある。これに伴い、おのずと問い合わせをした
出版社数は限られたものになり、しかも、購入するのである以上、筆者の関心
に即して偏ることになった。出版社のサブセクターについて佐藤は、自社の
ターゲットに、大衆的読者を想定するエンタテイメント系の大手出版社であ
る「流通業者志向型」と、限定された読者層、特に自分自身が専門書の著者
になる可能性をもつ専門家を想定する専門的な中小の出版社である「生産者
志向型」からなる二重構造の存在が、以前から指摘されてきた、という（佐藤

2002）。この分類でいえば、筆者が問い合わせた出版社は、社会科学系の書籍
を刊行している「生産者志向型」の出版社に偏ることになった。だが、本稿が、
背景の探索を目的としたものである以上、そこでは必要に応じた柔軟な問い合
わせをすることこそが重視されるのであり、この偏りは、本稿の目的を何ら阻
害するものではないと判断した

★05

。
　また一つは、2007 年９月 16 ～ 17 日に立命館大学で開催された障害学会第
４回大会において、会場に出店していた出版社に対して、インタビュー調査を
実施した。対象は、明石書店、人文書院、生活書院、青土社、東京大学出版会、
読書工房である。会場に出店していた出版社は他にもあったのだが、筆者がイ
ンタビューを実施しているときに接客中であったり、店員が席を外していたり
などのために、それらの出版社に対してはインタビューを実施できなかった。
　加えて、注 10 に記す補足調査を実施した。
　以降、これらの調査結果をもとに記していく。

00 no12_本文.indd   106-107 10.3.12   2:57:18 PM



10� 第二部 10�第４章　出版社の対応とその背景

３．出版社からの返答

　本節では、筆者が書籍テキストデータの提供を出版社に求めた際の返答を、
出版社とその関係者ごとに記述する。

〈出版社と読者との間〉

　今回、筆者がテキストデータの提供を求めた出版社からの返答のほとんどに
記されていたことが、テキストデータは複製・改ざんが容易であること、およ
び、第三者や web 上など外部への流出の危険があるという違法行為について
だった。これは、テキストデータを提供した出版社、しなかった出版社、双方
が懸念する点として挙げていた。出版社 A は、これを理由として例外なく断
るとしており、出版社 B は、電子商品として開発したもの以外は一切社外に
出さないという。また、出版社 C は、視覚障害のあるある大学院生に対して、
大学と契約書を交わすことで提供したことがあるといい、出版社 D は、点訳
ボランティア団体には提供するというが、両社ともこの違法行為への懸念から
個人に対しては提供しないという。一方、テキストデータを提供した出版社で
あっても、懸念する点としてこの違法行為を挙げはする。出版社 E は、読者
からの依頼ごとに著作権法尊守の約定を求めて、個別に提供しているという。
　テキストデータの提供を求めている個人が違法行為をしないかの確認に加え
て、視覚障害者であるかが確認される。出版社 F と出版社 G は、テキストデ
ータの提供を求めている筆者が、視覚障害者であるなら提供するが、本当に視
覚障害者であるかが確認できないとした。これに対して、筆者は身体障害者手
帳の複写の送付を提案したりするのだが、メールや電話でやりとりをする過程
を通じて、出版社は何がしかの確からしさを感受するようで、身体障害者手
帳を示すことなく、両出版社からはテキストデータが提供された。この両社は、
読者からテキストデータを求められたことが初めてだったというので、このよ
うな手順を踏んだとも考えられる。しかし、同じく初めてのことだったという
出版社 H は、そのような確認をすることなく、いわばあっさりと提供をした。

これに対して、出版社 I や出版社 J のように「テキストデータ引換券」によっ
て提供する出版社は、活字書の購入を確認するのみで、それを送付してきた個
人については何の確認も行っていない。
　また、費用の問題がある。出版社 K は、印刷用データをテキストデータに変
換する作業に対する費用を、印刷所から請求された。当初、出版社 K は、その
費用を自社が支払うことはできず、さりとてそれを筆者に負担させることもで
きないという判断から、テキストデータの提供を断ってきた。しかし、その費
用を筆者が支払うことを提案して再検討を求めたところ、出版社内の関連部署、
および印刷所との間での検討を経て、テキストデータが提供されることになっ
た。これに対して筆者は、その額の算定根拠を確認すべく、G-COE「生存学」
創成拠点の予算からの支払いであることを理由に、見積書・請求書・納品書
の提出を求めた。しかし、そこに記されていたのは、金額だけであった。また、
後述するように出版社 L においても印刷所から数千円から数万円を請求された
のだが、その支払いは、読者に請求するのではなく出版社 L が行ったという。

〈出版社と印刷所との間〉

　読者から出版社にテキストデータの提供が請求されると、続いて出版社は印
刷所にテキストデータの提供を請求することになる。しかし、印刷所に保管さ
れているデータは、４．で概説する DTP という技術で組版された印刷用デー
タのみであり、ここからテキストデータを作成するには、単にテキスト形式で
エクスポートすればよいというのではなく、文字化けなどを修正しなければな
らない。この作業は、出版社内で DTP を行っている場合であっても発生する
作業ではあるのだが、印刷所はこの作業に対してインセンティブが働かないと
いう。その理由の一つは、この作業が利益を生み出す労働ではない点にあると
いう。印刷用データを作成する作業は、それが印刷され、製本され、売買され
ることで、印刷所に利潤をもたらすのに対して、印刷用データからテキストデ
ータを作成する作業は、そのような利益を生み出さないためだというのだ。そ
こで、出版社もしくはテキストデータを請求した読者に、作業コストとして一
定の費用を請求されることがある。出版社 L は、近刊の書籍については数千円、
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数年前に刊行された書籍については数万円を、印刷所に支払ったことがあると
いう。この価格は人件費だけなので、どのようにも設定でき、また、日ごろか
らの付き合いもあるという。また、出版社 M や出版社 G は、無料だったとい
う。出版社 N は、印刷所との間で、買い取り価格のルール化について未交渉
であることを理由に、テキストデータの提供を見送っているという。
　また、インセンティブが働かないために、利益を生み出す作業が優先され、
テキストデータの作成が後回しにされることもあるという。出版社 M から刊
行されている単行本 M と月刊誌 M のテキストデータを、筆者が請求した際、
印刷所 M1 で DTP された前者は数日で作成されたが、印刷所 M2 で作成され
ている後者は数週間を要した。
　他方、文字化けなどの修正作業が行われない場合もある。出版社 F は、印
刷に使用したと推測される PDF ファイルを筆者に提供し、そこからテキスト
部分を抽出する作業は、筆者自身が行った。出版社 O は、印刷所から修正さ
れていないままのテキストデータが送られてきたとして、それをそのまま筆者
に転送してきた。この両社の対応は、筆者も承諾した上でのことだが、両社と
も、修正作業を自社が担うことは余裕がないためできないというものであった。
また、出版社 P は、自社にも印刷所にも修正作業をする余裕がないことを理
由に、提供できないとした。
　インセンティブが働かないというよりもさらに積極的に、印刷所が拒否する
こともある。それは、印刷所が提供したデータを、出版社が別の印刷所に持ち
込んで再販に活用されることを危惧してのことだという。そのように使用され
ては、印刷所としては、みすみす利益を手放すことになるからである。この傾
向は、雑誌の場合にさらに顕著になるようだ。筆者が月刊誌 M のテキストデ
ータを請求した際、印刷所 M2 は、この理由からテキストデータの提供を拒否
したというし、たしかに出版社 M には書籍にして再販する計画があったとい
う。これに対して、印刷所 M2 と連絡をとっていた出版社 M の担当者が、視
覚障害者への提供であることを説明し、理解が得られたことでテキストデータ
が作成されることになった。しかし、その後、実際に作成されるまでには、上
述のとおり日数を要することになった。

　これとは逆に、印刷所主導でテキストデータが提供されることもある。テキ
ストデータを請求されることが初めてだったという出版社 G は、他の出版社
の対応がどのようなものであるかを筆者に問う一方で、印刷所にも技術的・法
的に問題がないかを問い合わせていた。そして、筆者が返事を送信するよりも
先に、出版社 G と印刷所との間では話し合いが進められていた。その印刷所
には、すでに他の出版社からの同様の請求に応じた経験があったという。出版
社 G は、その印刷所の説明を踏まえて自社の対応を判断し、筆者へのテキス
トデータの提供を行うことにしたという。
　そして、データの所有権の問題がある。出版社 N は、印刷用データは作成
した印刷所にも権利があるという。一方、出版社 E は、印刷用データは、そ
れを発注した出版社のものでもあるとして、請求書とともにデータの納品を求
めているという。

〈出版社と著作権者との間〉

　複製物の作成と頒布について、出版社と著作権者との契約内容が問題にされ
る。出版社 Q は、刊行時の著作権者との契約によって許諾を受けた形態以外
での複製物を作成して第 3 者に提供することは、理由の如何によらずできない
という。出版社 R によれば、翻訳書については、元出版社との契約も結びな
おさなければならないという。他方、出版社 E は、EYE マーク・音声訳推進
協議会の推進する EYE マーク運動に応えて、著作権者の了解を得た上で、奥
付に EYE マーク

★06

を表示している。これによって福祉目的での著作権の拡大使
用について、既に著作権者との間で合意が図られているので、テキストデータ
の提供に際しても、改めて著作権者に許諾を得ることなく提供可能としている。
　これに対して、出版社 P は、著作権者に許諾をとるための連絡をする手間
と時間がかかることをいう。著作権者は複数いる場合もある。執筆者が複数の
場合はもちろんだが、印刷用データには、図表・記号・写真やイラストなどが
入っており、そのそれぞれに著作権者がいる。また、著者の中には、連絡先が
不明な著者や、担当編集者でなければ連絡がとれない著者もいるという。その
ような場合には、著者との合意を図るだけでも、相当な時間と手間がかかると
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いうのである。
　また、出版社 S は、提供したテキストデータが流出した場合、著作権者に
対する補償問題に発展する可能性をいう。

〈出版社内〉

　テキストデータの請求に対する出版社内における取り扱いについて、社とし
ての方針を定め、それに従って対応しようとする社がある。その一つとして、
読者へテキストデータを提供する書籍と、しない書籍との選定の必要性が言わ
れる。出版社 N は、テキストデータの提供を行わない理由の一つとして、こ
の選定をしていないことを挙げる。出版社 B は、電子商品として開発したも
の以外は一切社外に出さないことを原則としているという。その上で出版社 B
は、今回の筆者の請求に対して、例外を作ることを改めて社内で検討したとい
う。これに対して、出版社 J は、障害のある人だからといって読みたい書籍が
障害に関係するものだけというわけではない、という考えに基づいて、自社の
刊行する書籍の全てについてテキストデータの提供を行っているという。
　また、出版社 C は、前述のとおり、過去には大学と契約書を交わすことで
その大学院生に対してテキストデータを提供したことがあるのだが、多くの人
から同様の依頼があった場合を想定した対応を決める必要のあることをいう。
出版社 E は、近年数年の新刊については全てテキストデータを提供している。
それは、活字書が刊行されてから点訳・音訳を行っていたのでは、その書籍が
読者の手元に届くまでに数ヶ月を要してしまうため、活字書と同じ時期に読者
に届けるためでもあるという。
　一方、社としての方針ではなく、筆者からのメールを受け取った担当者の裁
量で判断していると窺わせるものがある。出版社 T からは、ホームページに
公開されていたメールアドレス宛の筆者の申し込みに対して、電話で、提供で
きない旨の返答があった。その担当者の態度が、筆者の請求をまったく不当か
つ常識はずれといわんばかりの横柄なものであったので、筆者は、今回のテキ
ストデータの請求が調査を兼ねたものであり、G-COE の報告書に掲載される
ものであることを告げた。すると、担当者は、その態度をさらに怒気を含んだ

高圧的なものに硬化させ、社として検討する、と言った。そして、法務部の連
絡先を示し、そこへ筆者から再度連絡するように告げたのであった。結果とし
て、法務部からの返答においてもテキストデータを提供しないという判断が変
わることはなかった。
　テキストデータを提供した出版社の中にも、それが担当者の裁量であること
を窺わせるものがある。出版社 U に対して、筆者はテキストデータの請求を
２回行っている。１回目は翻訳書であり、担当者から、このような依頼は初め
てのことであり、他社での取り扱いがどのようなものであるかを筆者に問うた
上で、テキストデータは提供された。２回目は、著者が日本人のものであり、
その提供は容易だとし、その理由として、その書籍の編集を担当したのが自分
であるためであることを記していた。
　さらに明確に、それが裁量であることを記していた出版社もあった。出版社
G は、前述のとおり印刷所主導で、テキストデータの提供に至った出版社であ
る。そして、後日、筆者が、今後他の書籍についても同様の対応を希望する旨
の依頼をすると、今回の提供が社としての判断を仰いでのことではなく、自分
の裁量で行ったことであることがあかされた。そして、今後も提供するように
するが、担当者が自分ではないものや、あるいは、担当者が自分であっても印
刷所が今回と異なるものについては、提供できない可能性があることを理解し
てほしい旨告げられた。

４．テキストデータの提供を困難にしている背景

（１）テキストデータの提供を困難にしている要素

　図１は、筆者の問い合わせに対する出版社の返答から、テキストデータ提供
の可否と、その理由をまとめたものである

★07

。出版社が挙げた理由は、言及す
る内容に基づいて〈法的要素〉〈技術的要素〉〈コスト要素〉〈出版社内のルー
ル〉の４つに大別した。出版社の挙げた理由は、便宜上この４要素の一つに振
り分けたが、図１を見てわかるように、それらは明確にわかれるものではなく、
互いに関連し重なり合っている。以下では、それぞれを概説する。
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図1　各出版社の対応と、その理由	

出版社名 する／しない理由	
法的要素 	技術的要素 コスト要素 出版社内のルール

提
供
す
る

明石書店
青木書店
現代書館
人文書院
ナカニシヤ出版
日本教文社
大月書店
青土社
生活書院
青弓社
昭和堂
東京大学出版会

◇個人利用にとどめ
ることを約定の上で
提供する
◇ EYE マークを表示
して、著作権の拡大
使用について著作権
者の了承を得ている
ので、提供できる

◇ここ数年の新刊に
ついては提供可能

◇印刷所から請求さ
れた費用を読者が支
払うことで提供する

◇テキストデータ引
換券を添付している
ものについては、提
供する
◇活字書のままでは
利用できない人のた
めに、5 年ほど前から
提供している
◇障害を有するから
といって、読みたい
本が障害に関係する
もののみというわけ
ではないので、全点
提供している	

提
供
し
な
い

早川書房
平凡社
法政大学出版局
勁草書房
弘文堂
講談社
日本経済評論社
御茶の水書房
PHP 研究所
世界思想社
新曜社
雲母書房
有斐閣

◇テキストデータは
複製・改ざんが容易
である
◇外部への流出の危
険がある
◇電子商品として開
発したもの以外は、著
作者と出版社の権利
保護の立場から、一
切社外に出さない
◇点訳をするボラン
ティア団体への提供
はしているが、個人
への提供はトラブル
発生も考えられるた
め、行っていない
◇以前、同様の理由に
よって大学から依頼さ
れたときには、契約書
を交わして提供した
◇著作権者との契約
によって許諾を受け
ている形態以外での
副生物を作成して第
三者に提供すること
は、理由の如何によ
らずできない
◇印刷用データの所
有権が明確ではない
◇印刷用データは、印
刷所にも権利がある

◇近年数年の新刊に
ついては提供できる
が、それ以上古いも
のについては、技術
的理由から提供でき
ない
◇古い書籍について
は、データが保存さ
れていないものもあ
る

◇出版社と印刷所と
の間でのデータ買い
取り価格の交渉をし
ていない
◇出版社が他の印刷
所に持ち込んで再版
や重版に活用するこ
とを懸念して、印刷
所がデータを出すこ
とを拒む
◇小規模な会社のた
め、社内に人的余裕
がない
◇作業をする手間と
時間がかかる
◇著作権者に許諾を
とるための連絡をす
る手間と時間がかか
る
◇印刷用データをテ
キストデータに変換
する作業を、個別の依
頼に応じて行うのは、
今の環境では難しい

◇ 読 者 へ テ キ ス ト
データを提供する書
籍の選定をしていな
い
◇活字書の販売のみ
を行っており、テキ
ストデータの販売は
行っていない
◇引換券を添付した
もの以外は、提供し
ていない
◇多くの人から同じ
依頼があった場合の
ことを想定しなけれ
ばならない

〈法的要素
★08

〉

　著作権法において、まず著作者は、著作者人格権と著作権を享有することを
定めている（17 条）。著作者人格権には、次のものが含まれる。公表権（18 条

１項）、氏名表示権（19 条１項）、同一性保持権（20 条１項）。また、著作権には、
次に記す種類の権利が含まれる。複製権（21 条）、上演権及び演奏権（22 条１

項）、上映権（22 条２項）、公衆送信権等（23 条）、口述権（24 条）、展示権（25

条）、頒布権（26 条１項）、譲渡権（26 条２項）、貸与権（26 条３項）、翻訳権・
翻案権等（27 条）、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（28 条）。
　著作者人格権は、著作者の一身に専属するものであり、譲渡することができ
ない（59 条）。これに対して、著作権に含まれる各権利は、その全部または一
部を譲渡することができる（61 条）。また、著作権者は、他人に対して、著作物
の利用を許諾することができ（63 条１項）、許諾を得た者は、その許諾で定めら
れた利用方法および条件の範囲内で著作物を利用することができる（63 条２項）。
　出版は、契約により著作物を利用する行為である。著作物を複製する権利を
有する者は、その著作物の出版を引き受ける者に対して、出版権を設定するこ
とができる（第 79 条１項）。出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒
布目的で著作物を原作のまま複製する権利を専有する（80 条１項）。これによ
って出版権者以外が複製を行うことが禁止される。
　出版社と著作権者との間で交わされる出版契約書の雛型として、日本書籍出
版協会は「出版契約書（一般用）」を公開している。また、同協会は、近年の
著作物の形態の多様化にともない、印刷出版以外の著作物についての契約にも
用いられるよう「著作物利用許諾契約書」も作成している。これには、書名、
年月日、著作権者と出版権者の住所と氏名、両者の権利と責任、契約の有効期
間などが記されている。
　この場合においても、出版権者が、他人に対して、著作物の複製を許諾する
ことはできない（80 条３項）。しかし、著作物の複製については、次に記す特
定の目的での使用に限って、著作権が制限される。ただし、この制限は、著作
権にのみかかるものであり、著作者人格権にはかからない（50 条）。私的使用
のための複製（30 条）、図書館等における複製（31 条）、引用（32 条）、教育の
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場での複製（33 ～ 36 条）、営利を目的としない上演等（38 条）、そして以下に
引用する点字による複製等（37 条１項）の規定がある。なお、第 37 条１項の
規定に基づく複製においては、著作物の出所を明示しなければならない（第 48

条１項１号）。

第三十七条

公表された著作物は、点字により複製することができる。

２　公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式

により、記録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公

衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。）を行うことができる。

３　点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令

で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの

貸出しの用若しくは自動公衆送信（送信可能化を含む。以下この項において同

じ。）の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、そ

の録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

　ここで規定されているのが点字と録音に限られているのは、①商業的に作成
されても著作物の通常の流通と競合しにくいこと、②部数が少ないこと、③ボ
ランティア等によって行われることが多く、営利事業として複製されるケース
がほとんどないこと、などのためである。特に、点字を利用するのは、ほとん
ど視覚障害者に限定される。そのため、点字の複製に限っては、ボランティア
ではなく営利で行っても、著作者への通知も、著作権者に許諾を得る必要もな
く、また、複製を行う施設についても制限はない。その一方、録音物は、晴眼
者にも利用可能なものであることから、第 37 条１項３号に定める施設にしか
作成が認められていない。
　また、弱視の児童・生徒の学習のために、教科用図書に掲載された著作物を
拡大して複製することができる（33 条２項１号）が、この教科用拡大図書を作
成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知
するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書を頒布する場合にあっ

ては、補償金を著作権者に支払わなければならない（33 条２項２号）。ここに、
拡大して複製することが認められているのが教科用図書のみであることで、そ
れ以外については禁止されることになる。

〈技術的要素
★09

〉

　ここで注目する技術は、活字組版から写植組版、そして DTP へという大き
な変革を続けている文字処理方式の技術についてである。組版とは、その言語
の文字表記と一定の組版ルールに基づいて、１ページの体裁を整えることをい
う。組版ルールとは、可読性を高めるための約束ごとであるが、絶対的なもの
があるわけではなく、美的感性などにも依存している。
　長く、文字処理は、金属活字を用いる方法が一般的だったが、1910 年ころ、
写真植字機が考案され、1924 年、石井茂吉と森沢信夫によって発明・実用化
された。写植機の機構は、平面上に文字が並んだ文字盤をオペレータが手動
で操作して採字し、印画紙またはフィルムに印字して文章を作成するもので
ある。その後、写真植字機とコンピュータとを組み合わせた電算写植の研究
開発が促進され、1970 年代に入って新聞社、続いて大手印刷企業に導入され
た。オペレータには、組版知識と組版処理ソフトの習熟を必要としたため、そ
の教育には、多くの時間を要した。1977 年には、写研は、「サプトロン -G1」
と「サプトロン APS-5」を開発し、現在のアウトラインフォントの前身である
写研の独自フォーマット「C フォント」を採用した。また、1980 年、モリサ
ワは、「Linotron	202E」を開発し、モリサワ独自の組版編集ソフト「CORA」
を搭載した。他方では、1978 年に、東芝がワープロ「JW-10」を開発した。約
3000 字もあるキーの配列を覚えなければならない専用システムの漢字キー入
力に対して、ワープロには「仮名漢字変換方式」による入力が採用されたこと、
加えて、入力結果が画面でモニタでき、加筆訂正が容易であるというワープロ
のもつ特徴は魅力的だった。そこで、印刷業界では、ワープロデータを各専用
システムに対応させるデータコンバートソフトを開発し、ワープロを電算写植
の入力機として活用するようになった。これらの電算写植機にはコンピュータ
が用いられてはいるが、汎用性はなく、機器間の互換性も乏しい。そのため、
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当時、データやフィルムを出版社が管理するという発想そのものがなく、慣習
として印刷所に置かれていた。
　この状況が技術の進展に伴って大きく転換し始める。コンピュータの高性能
化とダウンサイジングの潮流によって、パソコン上で組版する DTP	（Desktop	

Publishing）が普及し始めたのである。DTP は、1985 年にアメリカで開発され、
1987 年ごろに日本に導入された。このようにパソコン上での組版が可能にな
ったことで、印刷所だけでなく、出版社も DTP を導入するようになっていっ
た。こうして DTP が一般的になることで、出版社がデータを管理するという
発想が芽生え始めた。
　ただし、現在刊行されている書籍において、電算写植がまったく用いられな
くなったというわけではない。それは、初版を電算写植で組版した書籍では、
重版に際してもそれを用いるからである。また、その出版社と古くからつきあ
いのある印刷所が、今でも電算写植を使用しているためという場合もある。し
かし、利便性・汎用性からいって、新刊については、DTP ソフトで行うこと
がほとんどになってきている。
　今日、広く用いられている DTP ソフトに、InDesign（アドビ）と Quark	
XPress	（Quark）	がある。これらのソフトには、作成した印刷用データを PDF
や XML、txt など、いくつかのデータ形式でエクスポートする機能がある。
したがって、印刷用データからテキストデータを作成することそのものは、所
定の操作で可能である。しかし、印刷用データには、フォントや段組などの指
定、外字やルビ、図表や写真なども入っている。そのため、単純に txt 形式に
エクスポートしただけでは、文字化けしたり、段組部分が入れ替わったりなど
する。テキストデータを読者に提供できるものにするには、それを逐一手作業
で修正しなければならない。

〈コスト要素〉

　書籍のテキストデータを読者に提供するには、DTP で組版した印刷用デー
タから意図的に txt 形式でエクスポートする必要がある。しかし、単純に txt
形式でエクスポートしただけでは、文字化けなどが混在している。これを修正

する作業は、パソコン上で行うものであり、専用のソフトを必要とするもので
はない。したがって、この作業のコストは、人件費のみである。
　また、初版刊行時の著作権者と出版社との出版契約は、印刷による出版のみ
を想定したものになっており、テキストデータの提供については含まれていな
い。そこで、読者へのテキストデータの提供にあたって、改めて著作権者の許
諾を得なければならない。この連絡をとることがコストとして取り上げられる。

〈出版社内のルール
★10

〉

　視覚障害などのために活字書を読むことが困難な読者に対して、書籍中にそ
の旨明記してテキストデータの提供を行ったのは、筆者の知るかぎり、1999 年、
石川准氏と長瀬修氏の編集によって明石書店から刊行された『障害学への招待
――社会、文化、ディスアビリティ』が最初である

★11

。同書は、編者・執筆者に
視覚障害のある石川氏と倉本智明氏がいたことから、ゲラ段階での著者校正に
際して、印刷用データから作成されたテキストデータが用いられていた。おり
しもこの時期、明石書店は組版を DTP に移行し、しかも印刷所ではなく自社
内に導入を図った時期であった。つまり、明石書店内に電子データがあったの
である。そこで、石川氏が長瀬氏に提案し、編者二人の希望として、読者へテ
キストデータの提供をしたい旨出版社に提案した。この提案に対して、明石書
店にも、障害者に関する書籍を一つの軸としている出版社として何かできない
かという意向があったこともあって、社長、編集者からは快い協力が得られた。
そして、各執筆者に対して、テキストデータ提供の許諾の確認が取られた。最初
は難色を示す執筆者もいたが、すぐに理解を得て、執筆者全員の合意が図られた。
　奥付に「テキストデータ引換券」を添付し、それを読者が出版社に郵送する
ことでテキストデータを提供する方式は、編者と出版社との話し合いの中で決
まっていった。ここには、その書籍を読みたいと思ってから音訳・点訳してい
たのでは、読者の手元に届くまでに数ヶ月を要してしまうが、誰でも読みたい
ときに読みたいのであり、また読めるべきだという考えが根底にある。しかし、
出版社にとって書籍は商品であり、それを無料で提供するわけにはいかない。
書籍を購入することが前提である。そこで、奥付に「テキストデータ引換券」
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を添付し、それを読者が切り取って出版社に郵送することで、購入したことの
証拠とする。「テキストデータ引換券」はコピーしたものは認めないとするこ
とで、それを受け取った出版社は、読者が書籍を購入していることを確認でき
る。こうして、出版社は追加費用なしで、テキストデータを提供するものとし
たのである。

（２）出版社は、なぜテキストデータを提供しないのか

　書籍のテキストデータの提供は、組版を電算写植から DTP で行うようにな
ったという、技術の変化によって可能になった。したがって、電算写植やそ
れ以前の組版技術で作成された書籍についてテキストデータの提供を請求して
も、技術的に不可能である。まずは、この技術的制約が前提になる。ところ
が、DTP で組版された書籍に限っても出版社の対応は一様ではない。以下で
は、この点に守備範囲を限定して考察を行う。
　技術的に可能になったとはいえ、DTP で作成された印刷用データからテキ
ストデータを作成する作業が必要であり、この人件費を、出版社、印刷所、読
者の誰が負担するかが問題になる。出版社あるいは印刷所が負担するとした場
合、この負担が利益を生み出すためのものではない以上、出版社・印刷所にと
ってはマイナスでしかない。ならば、読者が負担するとした場合、活字書と同
額にするか、全額にするかが問題になる。活字書と同額の場合、活字書とテキ
ストデータの売買における収益率が異なることの是非が問題になる。一方、全
額を読者が負担するとした場合、活字書の価格を上回っても全額を負担するか、
活字書と同額までにとどめるかが問題になる。また、同じ書籍のテキストデー
タの提供を請求する読者が、随時二人以上現れた場合の金額が問題になる。こ
の時点では、すでにテキストデータは作成されているので、改めての作業は要
しない。すると、一人目のみが費用を負担し、二人目以降は無料でよいのか。
あるいは、二人目以降が現れる度に、支払と払い戻しを繰り返して、全員で等
分にするなどということをするのか。また、等分した額が、活字書の価格を下
回る場合の是非も問題になる。
　ほとんどの出版社が危惧する点として挙げたことが、そのようにして作成さ

れ提供したテキストデータの複製・改ざんおよび外部への流出であり、これが
著作権法に抵触する点についてである。漫画家 11 人が、漫画を無断でスキャ
ナーで読み取ってホームページに掲載されたとして提訴し、著作権侵害が認め
られたことが報じられている（読売新聞 2007 年９月 14 日　ネットで漫画無断掲

載　永井豪さんら勝訴　2000 万円の賠償命令／東京地裁）。また、近年、データ交
換ソフト Winny によるデータ流出も度々報じられている。このようにデータ
の複製・改ざん、外部への流出は、意図的になされる場合もあれば、事故とし
て起こる場合もある。たしかに出版社の危惧は、故のないことではないのであ
る。テキストデータを提供しないとする出版社は、この危惧をその決定要因の
大きな一つとしている。
　同様の危惧は、印刷所から出版社に対しても向けられている。装幀とも関連
して、印刷所によって印刷費用が異なる。そこで、印刷所から入手したデータ
を、出版社が他の印刷所に持ち込んで、再版や重版に活用することが考えられ
る。印刷所としては、みすみす利益を手放すことにもなるので、データを出す
ことを拒むのである。
　しかし、これは技術に規定されることであるだけに、今後の技術開発によ
る解決も期待される。既に活用されている技術の一つに、ネットで配信した
音楽データの録音・再生する機器や回数などを制限する DRM	（Digital	Rights	

Management）がある。ところが、この DRM も、関係するステイクホルダー
の利害相反に遭って、その取り組みは一様ではない。すでに著作物のデータの
ネット上での配信・売買を実行している音楽業界において、アップルのスティ
ーブ・ジョブズ CEO は、アップルが DRM を使用するのは、レコード会社が
義務付けているからだとして、音楽のネット配信における DRM 撤廃が消費者
利益につながると提案した。記事は、ここには、DRM の規格に互換性がない
ことによって、「iTunes ストア」で購入した曲は「iPod」でしか再生できない
というアップルの閉鎖性に対して、欧州で規制の動きが出ていることがあると
している（読売新聞朝刊 2007 年３月 20 日　「ネット音楽にコピー制限不要」アップ

ル提案、米で波紋）。そして、主要音楽会社としては初めて、EMI グループは、
販売機会を増やしたいという狙いから、「開放戦略」に転換し、「iTunes スト
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ア」から、１曲当たりの価格を上げて販売することを決めた。これに対しては、
「DRM を使わない音楽販売は論理的でない」「コピーが増えれば配信数は先
細りしていくのではないか」という批判がある一方で、アップルに押されてき
た他の携帯音楽プレーヤーメーカーの追い風になる、「iPod	以外の機器でも音
楽を再生できるようになることは、消費者のメリットになる」と歓迎する声も
ある（朝日新聞朝刊 2007 年４月４日　英 EMI、ネットに開放　iTunes ストアに「コ

ピー防止」外して 30 万曲、読売新聞朝刊 2007 年４月４日　英 EMI、音楽コピー防

止解除　利便性を重視　ネット販売増加に期待）。
　これは、著作権者および著作権使用者に、著作物を広範に頒布したいとい
う意向と、それを拒む、相反する意向が併存していることに由来する。しか
し、これは著作権使用者を介さない頒布を拒むのであって、著作権使用者を介
してなされる頒布は、広範に行いたいのである。それは、日本書籍出版協会が
作成した「出版契約書（一般用）」（2005 年改訂）と、出版権設定は難しい場合
として電子的利用を意識した「著作物利用許諾契約書」（2005 年作成）	の２種
の出版契約書ヒナ型から読み取れる。同協会は、「出版契約書（一般用）と著
作物利用許諾契約書の使い分け方法・相違点」を記しており、その一つとして、
「電子出版やその他の二次的利用に対する取り決め」を挙げている（日本書籍

出版協会	2005）。これによると、著作物利用許諾契約書では、第２条および第
３条で、出版者に「優先権」と「窓口権」を認め、「この規定によって、出版
者は、自ら電子的利用を行うための優先権を得るとともに、著作権者が出版者
の頭越しに第三者と電子的利用についての契約を結ぶのを防ぐことができま
す」としている。しかし、加えて「なお、この条項と同様の規定は出版契約書
（一般用）でも、第 19 条から 21 条にかけて定められており、法律的にほとん
ど相違はありません。したがって、出版契約書（一般用）を利用する場合でも、
上述の利用における「優先権」「窓口権」は出版者に認められています」とも
しているのである。つまり、内容的には同じであっても、電子的利用を強く意
識する場合には、よりいっそう明示的に「優先権」「窓口権」を規定している
のである。ここからは「出版者の頭越し」になされることを防ぎたいという意
向の強さが読み取れる。電子データは、著作権者から提供されたものであろう

が、出版社から提供されたものであろうが、複製・改ざん・流出事態の可能性
は等しいだろう。にもかかわらず著作権者からの提供を防ごうとするのは、出
版社は、著作物が自身を経由して授受されることで、販売利益を得ているので
あり、経由しなければ利益を得られないためと考えられる。
　また、出版社に頒布が認められているのは、出版契約書に記された形態にお
いてのみであるために、テキストデータの提供に際して、改めて著作権者の許
諾を得なければならない。この連絡をとることが、コストだとされる。これは、
現時点では出版社が負担している。しかし、これは、出版に先だつ打ち合わせ
においても、何度となく繰り返されてきたはずのことである。連絡をとるとい
う同じ行為が、テキストデータの提供にあたっては、ことさらにコストとして
取り上げられているのだ。ならば、ここで問題にされるべきは、同じ行為がこ
の場合においてのみことさらにコストとして取り上げられることの方である。
ここには、費用対効果に則って、連絡をとるというコストがテキストデータの
提供によって回収できるものではないという見積もりが前提になっているため
と考えられる。
　以上、見てきたように、出版社がテキストデータを提供できない理由として
挙げたそれぞれは、いずれも技術的・法的に規定されながら出版社の利益の問
題へと回収されていく。ここには、出版社の視点のみで、読者の視点が全く欠
落していることが指摘されなければならない。

５．まとめと提案

　テキストデータが提供されるのは、組版が DTP で行われた書籍に限られる。
しかし、出版社・印刷所には、電子データであることによる複製・改ざんが容
易であることと、外部への流出など提供後のデータの使途に対する危惧がある。
この危惧は、これらが著作権法に抵触するというだけでなく、出版社・印刷所
の利益を損なうことへの懸念に裏打ちされている。では、出版社の利益を保全
するという枠組に立脚した上で、そこから遡って技術と法に対して、読者の視
点を導入した改善策として考えられることを記す。
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　まず、DRM の使用による著作権および出版社の利益の保護が考えられる。
データ形式も、現在のようなテキスト形式だけでなく、XML 形式も考えられ
るべきである。XML 形式であれば、章や節といった階層などの構造情報、文
字サイズや強調文字などの表現情報など、より多くの情報を含むことも可能で
ある。また、XML を活用した DAISY3 にすれば、フィルターと称するソフト
に限定して読むことも可能である（河村	2003）。
　一方、DRM を使用しないことで、出版社の増益を図ることも考えられる。
前述の EMI の方針転換は、このような考えによるものであった。また、石川
は、著作権者の保護の観点から電子データに対するプロテクトを強調する主張
に対して、著作権者に膨大な利益を与えてきたのは、大量に複製する複製技
術によるものであることを指摘する（石川	2004）。出版社が自社の利益を重視
するとしても、DRM を使用せず複製を認めるからこそ得られる利益に着目し、
方法を考えることも必要だろう。
　また、「複製」概念についても再考する必要がある。屋は、著作権法上、著
作物を何らかの方法で有形的に再製する全ての場合を複製としているが、活
字書を録音する行為が複製に当たるのは、晴眼者において妥当するのであっ
て、視覚障害者には妥当しないとする。それは、複製とは、既に読める状態の
ものを、別の読める状態にすることをいうのであり、点字化・音声化は、視覚
障害者にとって初めて読める状態にする行為であって、複製ではなく、読書の
段取りであるというのである（屋	1990）。屋が論じているのは、点字と録音に
ついてであるが、これはテキストデータについても妥当する。しかし、現行著
作権法では、37 条で、点字と録音を「複製」と位置づけた上で、著作権が及
ばないものとして制限している。これは、視覚障害者に点字と録音によって読
むことを認めている一方で、点字と録音以外で読むことの禁止をもたらしてい
る。37 条を改正して制限規定にテキストデータや DAISY3 を加えたとしても、
それ以外を禁止することに変わりはない。著作権を保護するために、視覚障害
など一部の人の文字情報へのアクセス方法を、規定された形式でのみ認めるク
ローズドシステムは、文字情報へのアクセスが困難な環境を準備する。これが、
「読書障害者」を創出するのである。クローズドシステムを採用するのであれ

■註

★ 01　今日、刊行されている書籍のほとんどは、活字で印刷されたも

のではない。したがって、厳密にいえば「活字書」ではないのだが、

本稿では、一般的な用法にしたがって、印刷・製本されて出版社か

ら刊行される書籍をそのように記す。

★ 02　筆者らは、この負担を誰が担うかをめぐって発生した困難の１

事例を報告した（植村・青木・伊藤・山口	2007）。

★ 03　DAISY コ ン ソ ー シ ア ム（Digital	Accessible	Information	

System	Consortium）は、チューリッヒ市に事務局を置く、DAISY

規格の開発と普及を目的とする NGO である。1995 年に日本とス

ウェーデンの関係者の間で設立準備が始まり、1996 年に日本、ス

ウェーデン、イギリス、スイス、オランダ、スペインの６ヶ国で発

足し、1997 年までに、次世代デジタル録音図書の早急な開発を期

待する主要な団体はすべて加入した。設立目的は、「普通の印刷物

を読めない障害者」の要求を満たし、かつ全ての人にとっても便利

な、持続性のある、デジタル録音図書の国際標準規格の開発を、開

かれた標準規格のみで実現することである（河村	2003）。

ば、こうした弊害を踏まえた改正が要請される。さらには、１．で記したスウ
ェーデンのオープンシステムの取り組みも忘れてはならない。
　以上に記したどの案も、出版社が挙げた理由の一部は解消するものの、一部
の取りこぼしを伴っている。今後、さらなる検討が必要である。
　本稿では、４．で示した〈出版社内のルール〉、および電算写植以前の技術
で組版された書籍については論及できなかった。また、本稿は、なぜテキスト
データを提供できないのか、という問から立論された。しかし、同じ条件下に
ありながらも提供している出版社もあるのである。これに対して、なぜ提供で
きるのか、と問えば、また異なる立論が可能になる。ここでは、制度学派組織
理論が分析枠組として有効と予想する。これらについては別稿に譲る。
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★ 04　この方法に対して、研究倫理上の問題が疑われる。それは、出

版社にテキストデータの提供を求めるにあたって、筆者が一読者

として問い合わせており、調査を兼ねたものであることを告げて

いないこと、および、そのような問い合わせに対する出版社の対応

を、出版社の許諾なく執筆に用いることの２点である。前者につい

ては、本調査が、研究目的に基づいて実施されたものではなく、調

査に先だって筆者は書籍テキストデータを必要としていたのであり、

自身の必要に従って出版社に問い合わせを行う過程で生じた疑問か

ら研究目的が構想されたものであることが挙げられる。加えて、本

研究が、同じニーズを持つ人たちに活用しうる資源を集積するとい

う、実践的意図を含んだものであることをもって、その理由とした

い。また、後者については、HP、つまり公に公開された購入申し

込みフォームあるいはメールアドレスから問い合わせたものであり、

それへの返答は、公への社としての態度表明であると解される。し

たがって、それをどのような目的で扱うかについて問題は生じない

と判断した。これらの理由から、テキストデータ提供の可否につい

ては、社名を実名で記したが、背景を探索すべく繰り返されたその

後の複数回にわたるメールの送受信の中では、筆者が調査を兼ねて

いることを告げ、またその担当者も「一個人としての意見」とこと

わった上で記してくださった内容も含まれているため、固有名は一

律に匿名にした。

★05　筆者が購入を希望した書籍は、病・障害に関係する社会科学の書

籍がほとんどである。筆者自身が視覚障害者であり、それを理由にテ

キストデータの提供を求め、しかもその書籍の内容が病・障害に関係

するものであるとなれば、これが出版社の対応に影響を与えたであろ

うことは想像に難くない。しかし、それは両方向のことが考えられる。

一つに、前記の理由から、出版社が筆者の希望と必要性に理解を示し、

テキストデータの提供をする場合である。また一つは、出版社へのイ

ンタビューの中で、ある出版社職員が語ったことである。病・障害に

関係する書籍は、かならずしも発行部数が多くなく、出版社としては

収益率が低い。そのため、たとえ１点でも、提供したテキストデータ

が流出や無断頒布されることで、いっそう収益を減じることへの懸念

があり、テキストデータの提供には慎重になるとのことだった。繰り

返し記しておくが、たとえこのような影響があったとしても、それは

本稿の目的を何ら阻害するものではない。

★ 06　EYE マーク・音声訳推進協議会は、視覚障害その他の理由

で、活字のままの書籍を読めない状態にある人を「読書障害者」と

し、その情報環境の改善のために、1992 年に発足した民間ボラン

ティア団体である。音訳・点訳・拡大による複製物の制作は、著作

権法によって制限されているため、制作には著作権者の許諾を要す

る。同会は、この許諾を得る手続きに要する多くの労力と時間を削

減するために、書籍刊行当初から、その書籍の奥付に「福祉目的の

著作権一部開放」の趣旨を明記するよう、著作権者および出版社に

働きかけている。そして、「奥付における福祉目的の著作権一部開

放の許諾文例」として、以下の２例を示している。

　「〔文例１〕営利を目的とする場合を除き、視覚障碍その他の理由で

活字のままでこの本を読めない人達の利用を目的に、「録音図書」

「拡大写本」「テキストデータ」へ複製することを認めます。製作

後には著作権者または出版社までご報告ください。」

　「〔文例２〕この本をそのまま読むことが困難な方のために、営利を

目的とする場合を除き、「録音図書」「拡大写本」等の読書代替物へ

の媒体変換を行うことは自由です。製作の後は出版社へご連絡くだ

さい。」（EYE マーク・音声訳推進協議会）	

★ 07　図中、各出版社ごとのテキストデータ提供の可否は、2007 年

８～ 12 月時点のものである。最新の情報は植村（2007）で更新

していく予定である。関連する情報がありましたら webmaster@

arsvi.com までお知らせ下さい。

★ 08　千葉・尾中（2006）および斉藤（2007）を参考に、著作権法
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（2006 年 12 月改正）を基に記す。

★ 09　澤田（2007）とそこからリンクする澤田の著作のページを参考

に、筆者の調査結果を加えて記述する。

★ 10　ここでの記述は、2008 年１月の高橋淳氏（生活書院）と石川

准氏（静岡県立大学）へのメールによる問い合わせに基づいている。

当該部分の草稿を両氏および明石書店へメールで送付し、指摘に応

じた加筆訂正、および掲載の許可を得た上で掲載するものである。

★ 11　筆者は、出版社もしくは著者から、テキストデータが提供さ

れる書籍のリストを作成し、HP に公開した（植村 2007）。ここに

は『障害学への招待――社会、文化、ディスアビリティ』（1999）

よりも以前に刊行された立岩真也著『私的所有論』（1997）が挙げ

られている。しかし、これは、パソコンで執筆した入稿時のテキ

ストデータに、ゲラ段階での著者校正を著者自身が反映させ、そ

れを、著者が提供しているものであり、出版社から入手したもの

ではないことを、立岩氏から確認した。したがって、本稿におけ

る考察の対象からは、除外した。
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スーダンと日本、障害当事者による支援の可能性

斉藤龍一郎
（特定非営利活動法人アフリカ日本協議会）

はじめに

　2007 年 3 月、スーダンから日本へ留学している視覚障害者たちが、日本の
視覚障害者と共に周囲の学生たちに呼びかけて「スーダン障害者教育支援の
会（CAPEDS）」を立ち上げた。彼らがかつて在籍していたハルツーム大学で
学ぶ視覚障害者に音声読み上げソフトを使ったパソコン利用のメリットを伝え、
障害をもつ卒業生の会と共にパソコン利用を支援する、小学校で障害者教育を
担当している教員たちを応援する、サッカー協会も巻き込んでブラインド・サ
ッカーの普及活動を行うことを活動目的に掲げている。
　2007 年には、代表の盲人モハメド・オマル・アブディンさんが、ハルツー
ム大学障害をもつ卒業生の会、ハルツーム州障害者教育中核校の教師たちを訪
問して課題を探り、スーダン・サッカー協会の協力を得てブラインド・サッ
カーの講習会を実施した。2008 年には、会員が在籍する大学の教員等の協力
を得て、ハルツーム大学障害をもつ卒業生の会と協力して、ハルツーム大学
障害者支援室に音声読み上げソフトを組み込んだパソコンを寄贈した。そし
て 2009 年には、日本財団の支援を受けてブラインド・サッカーの指導者研修、
CAPEDS で活動する日本人学生によるハルツーム大学障害者支援室の現況調
査を実施している。
　筆者は、2007 年 6 月、CAPEDS 立ち上げメンバーから、CAPEDS の特定非
営利活動法人化に関する相談を受けた際、アフリカ障害者の 10 年に関わって

第５章 （独法）国際協力機構（JICA）が（特活）DPI 日本会議とともに「アフリカ障
害者の地位向上研修」を開催していること、日本の途上国援助政策の中で障害
者支援を重視しようという動きがあることを伝え、援助政策検討の資料となる
メンバー自身の経験をまとめた記録作成が重要であること、および援助政策へ
の提言につながる障害者支援について調査・研究を行っている研究者、研究機
関との接触を勧めたことがきっかけとなり、CAPEDS メンバーと一緒にいく
つかの試みをする機会を得た。
　2007 年 8 月、東京大学先端科学技術研究センターでバリアフリーの研究に
携わっていた盲人の星加良司さん（現在、東京大学大学院教育学研究科附属バリ

アフリー教育開発研究センター所属）、立命館大学大学院先端総合学術研究科で
視覚障害者支援の技術と制度に関する研究を行っている弱視者の青木慎太朗さ
んの協力を得、筆者が司会をして、CAPEDS 代表のアブディンさん、事務局
長の盲人である福地健太郎さんの 4 人による座談会を開催し、スーダンと日本
で共通の体験、違う環境と経験について語り合う場を、2008 年 6 月には、や
はり筆者の司会で、CAPEDS 副代表で全盲のヒシャム・エルサーさん、立命
館大学グローバル COE 生存学創成拠点在籍の青木さん、盲人の植村要さん、
弱視者で韓国から来日して 17 年になる韓星民さんの 4 人による公開座談会を
もつことができた（記録を、生存学ウェブサイトに掲載）。その後、2009 年 2 月
にヒシャムさんインタビュー（アフリカ日本協議会会報『アフリカ NOW』第 84

号掲載）、6 月にもう一人の副代表・バシールさん公開インタビューも行った
（報告を、生存学ウェブサイト内「アフリカ障害者の 10 年」ページに掲載）。
　2006 年 12 月、国連障害者の権利条約が採択され、2008 年 5 月には 20 カ国
の批准によって発効し、途上国における障害者支援の取り組みもさらに前進す
るものと期待されている。2008 年秋には、	1999 年から取り組まれてきたアフ
リカ障害者の 10 年の延長も決定された。障害当事者による国際協力活動が試
みられ、経験が共有されることによって、具体的な取り組みに結びつけていく
機会が大きく開かれている。
　本章では、スーダンにおける視覚障害者支援の現状と課題を整理し、障害当
事者による国際協力活動の可能性、研究機関が CAPEDS のような研究者でも
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ある障害当事者が中心となる国際協力 NGO と協働することで得られる成果の
可能性について提起する。

１．スーダンにおける視覚障害者支援の現状

　スーダンは、日本の 7 倍近い面積をもつアフリカで最も広い国家であり、人
口は 2008 年 7 月の推計値で 4000 万人を超えた。2004 年に和平協定が結ばれ
るまで南北内戦が続き、現在は西部のダルフール地方での内戦が続いている。
産油国であり、イスラム諸国会議参加国、中国との関係が深いといわれている。
2005 年に 21 年におよんだ南北内戦が終結したことから、南部スーダンではい
くつもの日本の国際協力団体が復興支援の活動を行っている。
　1990 年の教育改革で、小学校 8 年、高校 3 年、大学 4 年（医学部は 6 年）の
システムに移行したスーダンに、視覚障害者のための学校は全国に 1 校しか
なく、しかも初等教育課程で修了となっている。CAPEDS メンバーのうち 2
人はこの盲学校の出身であるが、3 人の共通項はハルツーム大学法学部である。
現代表のアブディンさんは、大学入学直後の学生ストの時期に新しい可能性を
求めて日本へ留学してきた。途上国の視覚障害者を日本の盲学校へ留学させ、
鍼・灸・あんま習得を通して障害者の就労支援を行うことを目的とするプログ
ラムで来日したので、日本では最初、盲学校に在籍して点字を学び、一般教育
を受けながら、鍼・灸・あんまの技術を習得したそうである。
　1960 年ごろ、有力な眼科医の働きかけを受け民間団体によって設立された
スーダン唯一の盲学校は、首都ハルツーム市にあり、全校生徒あわせても 200	
人に満たない規模だという。また、親元を離れて寮で暮らしながら盲学校で学
ぶ生徒が多い中、女子寮がないなど女子生徒を受け入れる環境が整っていると
はいえない。したがって、スーダンの視覚障害者の多くは点字を学び習得する
機会自体に恵まれていないし、点字があること自体を知らない人が多いと思わ
れる。
　近年、首都を含むハルツーム州教育省は、障害者を対象とした教育支援の中
核校を設置し点字教育のできる教員を配置するという取り組みを行っている

が、	2007 年 8 月に CAPEDS が行った調査によれば、点字板などの機材も不足
しており、また、中核校へ視覚障害の生徒が通うための支援など課題が大きい
という。
　スーダンでは、日本とは違い就学前検診などが行われていないため、学齢期
の障害児の多くは地域の学校に就学するそうだ。しかし、学校が障害児の通学
や学習の支援を行うという仕組みではないので、通学ができない、授業につい
ていけないなどの理由によって学校をやめる障害児も多いとのことである。そ
うした中でも、高校、大学へ進学する障害者が少なからずおり、2007 年 8 月
に CAPEDS メンバーが行った調査によれば、学生数１万 6000 人のハルツー
ム大学に	40 名を超える障害者が、別の大学には 80 名近い障害者が在籍して
いる。なかでも視覚障害者の比率は高いという。
　点字を習得していない多くの視覚障害者の学習は、授業と対面朗読もしくは
録音テープによる読書に頼ることになる。アブディンさんは、高校時代、ク
ラスメイトに「試験に出そうなところを教えて欲しければ、教科書を読んでく
れ」と言っていたそうだ。「僕には、試験前日の一夜漬けというのはありえな
いのです。だって、みんなが一夜漬けをやっている時、僕のために教科書を読
んでくれる人はいません」とも語っていた。大学入試の準備のために、彼の母
親は 2 ヶ月間休職して教科書を読んでくれたとのことであるが、識字率は高い
とはいえないスーダンではこのようなケースはあまり多くなく、対面朗読や録
音テープによる学習が困難な視覚障害者が多数いると考えられる。

２．IT 技術による視覚障害者支援の可能性

　CAPEDS メンバーは、日本に来て点字だけでなくパソコンの音声読み上げ
ソフトを利用できるようになり、学びや交流の場が広がった。こうした技術の
恩恵を、母国の仲間たちに味わって欲しい、と語っている。ここでは、日本に
おける IT 技術による視覚障害者支援の現状と国際協力に関わる課題を紹介す
る。
　日本では、近年、急速に発達した IT 技術を利用したパソコンの音声読み上
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げソフト、点訳ソフト、パソコンと接続して利用できる点字プリンター、点字
ディスプレーなどの視覚障害者支援機器が、広く利用されるようになっている。
　音声読み上げソフトは、ワープロ文書やメールの文字列を読み上げてくれる。
年々、漢字表記された固有名詞の読み上げ精度を高めるなどのバージョン・ア
ップが行われている。最近では、携帯電話にもメールの読み上げ機能をもつ機
種があり、高齢化社会のニーズにも合致してさらに活用が期待されるソフトの
一つといえる。なので、まだ音声読み上げソフトによる文字列読みとりに対応
していないファイル形式を変更し、読み上げソフトに対応することを求める働
きかけもなされている。
　国際協力活動の中で活用するためには、支援先の国の言語に対応した読み上
げソフトが必要となる。スーダンの視覚障害者が利用するためには、アラビア
語の音声読み上げソフトが必要であり、現在、2 種類のアラビア語音声読み上
げソフトが入手可能である。
　点訳ソフト、点字プリンター、点字ディスプレーは、点字使用者、とくに聴
力を失った点字使用者にとってはきわめて重要なツールといえる。点字での入
力・出力が可能で、点字データを持ち歩くことのできるブレイル・メモといっ
た機器の利用も広がっている。一方、弱視者も含めて 100 万人近いという日本
の視覚障害者の中で、点字を習得し使用している人の数はけっして多くない。
　点字もそれぞれの言語に対応しているため、国際協力活動の中で利用するた
めには、支援先の言語に対応する点訳ソフトが必要となる。点字プリンター
やブレイル・メモのような機器は、市場の小ささもあって高額であることから、
社会保障制度の受益者である日本の障害者はアクセスできても、国際協力活動
の中で活用するためには、高額な機器を購入する資金をどうやって確保するの
かが課題となる。
　そもそも日本に暮らす人にとってはとくに高額ではないパソコン、インター
ネット・アクセスの費用が、途上国の人々にとっては簡単にアクセスできる額
とはいえないことを念頭において考える必要がある。
　そうした中、2008 年 6 月に行った座談会で、ヒシャムさんは、最近の MP3
プレーヤー市場の拡大と価格低下はチャンスという趣旨の発言をしていた。機

材が安価な MP3 プレーヤー、あるいは携帯電話のデータ取り込み機能を利用
した録音図書のライブラリーを作り、利用できるようになることは大きな前進
だというのだ。音声読み上げソフトと同様、こうした機材は高齢者支援にも活
用できるだろう。

３．ハルツーム大学における障害当事者の活動

　先述したように、約１万 6000 人の学生が在籍するハルツーム大学に、現在
40 人ほどの障害学生が在籍し、大学に教員として採用された障害者を中心と
した障害をもつ卒業生の会も存在する。障害当事者による取り組みが障害学生
の勉学、活動場面に大きな影響を及ぼしていることがうかがわれる。
　座談会での聞き取りや、CAPEDS が作成した報告書によると、CAPEDS メ
ンバーが入学した 1990 年代後半には、すでにハルツーム大学に 60 人を超える
障害者が在籍していたという。2008 年 8 月現在では、同大学に 40 人を超える
障害者が在籍し、別の大学には 80 人近い在籍者がいるとの紹介もあった。日
本では、障害者受け入れを目的に設立された筑波技術大学を別にすれば、数十
人の障害者が同時期に在籍する大学はない。
　ところが、アブディンさんが、大学入試に合格して、いざ入学手続きをしよ
うとしたら、思いもかけぬ壁があったという。

入学するときは、すごい拒まれて。「明日来て下さい」「明後日来て下さい」と

手続きをしてくれませんでした。授業始まって 1 ヶ月くらい経って、やっと入学

の手続きができたのです。何でそんなに拒んでるんだろうと思ったら、「いや、う

ちは教材保障とか、そういった特別な配慮は全くできないから」と。「いや、そ

もそも頼んでないから」っていうことで。「じゃあ、それを誓約書に書ける？」

と言われて、それを書かされたのですね。「何も頼まない」っていう。それをも

とに、大学に入学の許可をしてもらいました。

（座談会「視覚障害者が高等教育機関で学ぶ　スーダンと日本の経験を語る」）
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　在籍者が多いことは、障害者受け入れの取り組みがなされている、障害者の
就学支援、授業支援がなされていることを意味しているわけではないことがわ
かる。スーダンでは、高校卒業資格検定試験が大学入試でもあるため、大学は
入学手続きの際に、どのような学生が入学しようとしているのかを初めて知る
のだそうだ。
　試験を受けるために、視覚障害者は問題を読み上げてくれる協力者を捜し、
試験の際には試験問題を読み上げてもらって口頭で解答を伝えて記述してもら
っていた、というスーダンの状況は、視覚障害者が大学進学に期待するものの
大きさを物語っているともいえる。アブディンさんは、「高等教育を必要とし
ない、例えば重労働といった就職先もあるのですけれども、そういった面では
障害者は競争できないので、どちらかといえばやっぱり高い教育を受けて、そ
こで差別化を図る必要性があるんじゃないかな」と語っている。
　期待感の大きさが原動力になるのだろうか、2000 年ごろ、ハルツーム大学
在学の障害者たちは、障害学生による団体を結成し、大学に障害学生支援を訴
え始めた。

試験などを受ける時など、さまざまな問題がありました。例えば、試験を受け

る時に違う学部の学生を捜して、問題を読み上げてもらわなければならなかった

のです。他学部の学生も自分のテストがあるので、なかなか協力してくれる人が

見つからなかったのです。また、他の学部に友達がいない人も多いんです。一人

で行くことができないから、なかなか友達も作れないのです。だから、試験の日

に、テストが始まっても人が見つからないために受けられなくて泣いていた人も

たくさんいたのです。本来、そういう手配も大学側が支援すべきですよね。

（座談会「大学における視覚障害者支援の現状と課題　スーダンで今求められ

ていること」）

　障害学生団体の働きかけにより、試験の際の問題読み上げ協力者募集につい
ては大学が取り組むようになっている。だが、障害学生団体の取り組みが始ま
って 5 ～ 6 年になるが、教材の点字化やテキストデータ化など教材の提供や学

習環境の整備はまだまだこれからの課題であり、何よりも、障害者の就労支援
がなされていないことが問題だという。
　CAPEDS は、こうした状況を変えるための努力を続けている障害をもつ卒
業生の会と共に、ハルツーム大学で学ぶ障害者支援の取り組みを行っている。
多少改善があったとはいうものの、希望に燃えて進学した大学で、現在も障害
者の学習環境改善という課題に向かって取り組みを続けている仲間たちを支援
する取り組みといえる。
　2008 年 8 月、卒業生の会がパソコン本体を、CAPEDS がアラビア語の音声
読み上げソフトを用意し、共同で、音声読み上げソフトが組み込まれたパソ
コン 5	台を、ハルツーム大学障害者支援室に寄贈した。支援室そのものは数
年前に開設されていたが、設置されたパソコンは音声読み上げソフトが起動
せず、またパソコン利用の指導者が配置されていなかったために、学習支援
にはつながっていなかったという。CAPEDS と卒業生の会から寄贈を受けて
新たに支援室のオープニングセレモニーが開催され、日本大使館の文化担当、
JICA の調整員、元ハルツーム学長、UNESCO 職員、British	Council 職員など
100 人収容の会場に入りきれないほどの人々が集まったことが報告されている
（http://capeds.org）。
　現在、支援室では 2 人の視覚障害者と 1 人の晴眼者が指導員となってパソコ
ン講座が開催されており、2008 年 12 月初め時点で、30 人が講座を修了し	40
人が受講を待っているとの報告がある。当初、ハルツーム大学の在校生と卒業
生を受講者に予定していた講座だが、多数の希望があることを受けて、ハルツ
ーム大学関係者に限らず受け入れている。
　CAPEDS と卒業生の会の取り組みが成果を上げているのを見て、大学も図
書館内に以前から設置されていた障害学生支援室に新たに音声読み上げソフト
をインストールしたパソコンを導入した。2009 年 11 月に開かれた CAPEDS
による現地調査報告会では、大学が整備した支援室も多くの学生に活用されて
いることが、報告された。
　ハルツーム大学法学部を出て弁護士になっているアブディンさんの盲人の兄
は、パソコンを使用するようになって、自力での書類作成が可能になり、英語
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が堪能なこともあってスーダンに進出してきた外国企業からの仕事の機会が増
えているという。そうしたケースが知られていくに連れて、障害者向けのパソ
コン講座受講希望者はさらに増えていくだろう。

４．アフリカ障害者の 10 年と障害当事者による支援

　冒頭紹介したように CAPEDS は、大学での学習支援、地域の学校での障害
者教育支援、ブラインド・サッカー普及活動の三つを活動目標に掲げている。
この論考では、地域の学校での障害者教育支援、ブラインド・サッカー普及活
動については触れきれないので、これらについては、CAPEDS の報告書等を
参照して欲しい。サッカー人気が高いスーダンで、ブラインド・サッカー講習
会を開催した際、普段走ったこともない視覚障害者たちが 3 時間近く息を切ら
しながらブラインド・サッカーに挑戦したエピソードなど興味深い報告が掲載
されている。CAPEDS が取り組んでいる大学での学習支援活動は、障害者の
エンパワーメントにつながるロール・モデルづくり、日本の障害者教育関係者
を国際協力活動に関与させる仕組みづくり、そして国際協力活動における障害
者支援のモデルづくりにつながるものとして注目に値すると考える。
　これまで紹介してきたように、CAPEDS の創設メンバーは、スーダンから
留学している 3 人の盲人学生、設立時には学生であった日本人の盲人、そして
彼らのサークル仲間の学生たちであった。留学生の一人、ヒシャムさんは、日
本へ留学するに至った契機として、「同じ年に入ったアブディン君が先に日本
に行ったんですよ。それで、アブディン君が帰ってきてその話を聞いてから決
めようかなと思って。で、聞いてみたら「いいよ」って。その時僕はちょっと
躊躇したんですけど、バシールは絶対行くとか言っていました」と語っている。
先述のアブディンさんの盲人の兄が、英語ができてパソコンができるので弁護
士として成功しつつあるという話も、多くの障害学生にとっては励みであるだ
けでなく具体的に何をすればよいのかを明快に示すものだろう。まさにそうい
ったロール・モデルが見えてきた障害学生に、パソコン講座のチャンスを提供
するというエンパワーメントの取り組みは、具体的な成果につながりやすいと

思われる。
　2008 年、ハルツーム大学障害者支援室に贈ったアラビア語の音声読み上げ
ソフトの調達費用を、CAPEDS は、主として会員拡大と在籍する大学教員か
らの寄付でまかなったと聞く。これまで国際協力活動に関わってきた、あるい
はスーダンの研究を行ってきたという人たちよりも、日本の障害者教育に関わ
っている人たちの方が、CAPEDS の取り組みの意義を理解しやすいのだろう。
CAPEDS メンバーが日本に留学するきっかけと最初の留学先・費用を用意し
た国際視覚障害者援護協会は、多数の盲人、盲学校の教師の支援によって活動
を続けているようだ。これまでに開催した座談会で紹介された、日本、スーダ
ン、韓国の視覚障害者が直面する課題には共通するものも少なくない。そこか
ら出てくる国際協力活動への問いかけ、提起を活かす仕組みづくりは、むしろ
これからの課題のように感じられる。
　2002 年から、日本で「アフリカ障害者の地位向上」研修が始まっている。
2002 年～ 2006 年の 5 年間は、南部アフリカ 10 カ国の南部アフリカ障害者連
合に所属する障害者団体から選出されたリーダーたちが、2007 年からは全て
のアフリカ諸国の障害者団体から選出されたリーダーたちが、日本とタイで団
体運営、政策提言につながる能力向上のための研修を受けている。研修を実際
に企画・運営しているのは障害当事者団体の DPI 日本会議であり、障害当事
者相互の経験交流をベースにした画期的な取り組みといえる。この研修の背景
には、アフリカ連合（AU）が 1999 年～ 2009 年を「アフリカ障害者の 10	年」
としたこと、日本の援助政策の基本概念とされる「人間の安全保障」が最も支
援を必要としている人々に直接届く援助を重視することから、障害者支援を重
点分野にあげたことがある。また、1993 年から取り組まれてきたアジア・太
平洋障害者の 10 年に関わる障害者支援の取り組みの積み重ねが、現在の研修
の形態などにつながっているものと考えられる。2008 年 8 月にこの研修の一
環として行われた公開セミナー「差別と闘うアフリカの障害者」の際、JICA
の担当者は、「JICA の研修の多くは希望する障害当事者の参加を受け入れて
いる」と発言していた。
　こうした JICA の取り組みに比して、NGO が障害者支援を国際協力活動の
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対象分野に取り上げるケースは多いとはいえず、また、具体的な事業でいえば
リハビリテーション支援、義肢・装具に関わる支援、障害者施設支援などにと
どまっており、障害当事者自身による活動支援のケースはまだまだ限られてい
るようだ。これは、援助対象国の政府の姿勢やメディア、研究機関の取り組み
とも関わっているものと考えられる。曽田夏紀「紛争後のルワンダにおける障
害者の周辺化」（http://www.arsvi.com/2000/080301sn.htm）によれば、ルワンダ
共和国の障害者政策の重点は、現政権樹立のための戦争（cf. 映画「ホテル・ル

ワンダ」）の中で負傷し後遺症から障害者となった人々への所得保障、医療や
就労機会の保障に置かれており、民間の地雷被害者や先天的障害者への施策が
遅れるという、障害者政策の二重化という状況がある。また、中部アフリカの
カメルーン共和国熱帯雨林地域（森の人＝ビグミーの生活域）で障害者調査を行
っている研究者は、カメルーン社会問題省で当該地域の障害者数を聞くと 700
人弱とのことであったが、当該地域でリハビリテーション・センターを運営し
つつ地域の障害者への働きかけを行っている NGO の担当者によれば 770 人余
りとの回答であったことを紹介しつつ、基礎的な数字が不明確であり実態調査
なども行われていない状況を伝えていた。
　2008 年 8 月、ハルツーム大学障害をもつ卒業生の会は、独自の協力要請活
動を行ってパソコン 5 台を用意した。この 5 台に、CAPEDS が用意したアラ
ビア語の音声読み上げソフト 5 セットが組み込まれて大学の障害者支援室に寄
贈され、現在、大学関係者以外の障害者も受け入れるパソコン講座で活用され
ている。そしてパソコン講座で教えている盲人たちは卒業生の会と関わりがあ
る。ハルツームで、視覚障害者を対象に声読み上げソフト組み込みパソコンの
講座開催を企画するのであれば、最も適切な相談相手は、ハルツーム大学障害
をもつ卒業生の会であろう。また、卒業生の会には、アラビア語圏諸国の障害
者政策や障害者支援の先進事例紹介などの取り組みにおいても相当程度の寄与
を期待できるだろう。障害者対象のパソコン講座の企画・運営業務、障害者政
策・施策に関する調査業務に適切な報酬が支払われれば障害者の就労支援にも
つながる。障害者支援を目的とする国際協力活動の一環としてこのような業務
委託が行われることは、新しいモデルを作ることになるだろう。

　2008 年秋、2009 年までとなっていたアフリカ障害者の 10 年が 2019 年まで
延長された。障害当事者団体のイニシアティブを受けて、AU の前身である
アフリカ統一機構（OAU）が 1999 年に開始したアフリカ障害者の 10 年だが、
2003 年にケープタウンに独自の事務局が開設され、2004 年以降スウェーデン
やデンマークの支援によって事務局の活動が拡大してから取り組みが本格化し
たといえる。AU 加盟諸国政府全てがアフリカ障害者の 10 年の意義を十分理
解しているとはいえず、また、国連障害者の権利条約への署名・批准とそれに
伴う国内法整備がどの国にとっても課題であることから、アフリカ障害者の	
10 年が延長されたのだと考えられる。アフリカ諸国の障害当事者の取り組み
を紹介することは、アフリカ障害者の 10 年に関する国際的な関心を高め、日
本からの支援を強化していくことにもつながると考える。

５．研究機関と卒業生の会、CAPEDS による共同研究の可能性

　日本におけるスーダン研究、アフリカ諸国の障害者研究、いずれも携わって
いる人も多くなく、また参照できる研究も多いとはいえない。現在、日本に留
学して日本語、英語、アラビア語での調査・研究・発表が可能な留学生がいる
だけでなく、彼らを通してスーダンの大学に研究者として在籍するメンバーも
含むハルツーム大学障害をもつ卒業生の会と連携することが可能な状況がある
ことは、スーダンの障害者に関する研究を視野に入れている研究機関にとって
は大きなチャンスだろう。また、調査・研究の成果が、国際協力活動のみなら
ずスーダンの障害者政策に反映する可能性も少なからずあり、障害当事者の経
験、声を出発点とする障害学的アプローチの有効性を問いかける機会ともなり
うる。
　まず重視すべきは、障害当事者の経験を聴き取り、あるいは自ら提示してい
くことを促す取り組みである。その際、経験に共通点のある日本の障害当事者
への聴き取りや手記などが参考となるし、障害当事者同士の対談や座談の機会
が「声を聴く」きっかけとなりうる。アブディンさんは、2007 年 8 月の座談
会で体験を語ったことをきっかけに、アラビア語での文章作成を試みるように
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なったと話していた。12 歳ぐらいで自分の書いた文字が見えなくなった頃か
らアラビア語で書くことがなくなったが、パソコンであれば入力できるし、英
語でのやり取りのできない人ともメールなどで交流が可能になると思ったから
だと語った。最初は、送ったメールを読んだスーダンの友人が、中学生の書く
文章だと言っていたそうだ。2008 年 6 月に行った座談会では、20 ～ 30 年前の
韓国では家の外へ出たことのない障害者も少なくなかったという発言を受けて、
スーダンでも同様のケースがあることが語られた。また、著作権が障害者の情
報アクセスにとって大きな壁になっているという日本の状況をめぐるやり取り
の中で、スーダンの識字やパソコン普及の状況が紹介された。個々人がパソコ
ンを利用できる状況にないスーダンでは、大学や研究機関でのテキストデータ
利用を著作権保護の例外に規定する、あるいは著者と大学や研究機関が協定を
結ぶことで、テキストデータ利用が可能になるだろうという話であった。こ
うしたやり取りを可能にするような交流の機会を日本の研究機関と CAPEDS、
ハルツーム大学卒業生の会とで開催することはさして困難なことではないだろ
う。ハルツーム大学在学あるいは卒業した障害当事者がそれぞれの経験を語っ
たり文章化したりする手がかりとして、日本の障害当事者の聴き取り記録、手
記などをアラビア語あるいは英語で紹介することも重要な取り組みとなる。
　二つ目には、卒業生の会が取り組んでいるパソコン講座の拡大を支援するこ
とである。研究機関としては、パソコン利用による障害者の就学支援、就労支
援の可能性に関する調査のプロセスとして、パソコン講座受講者の IT 経験や
学歴などとパソコン習得の関係、就学支援、就労支援に関する課題を浮き彫り
にするような調査・研究が可能になるだろう。すでに取り組みが始まっている
ことなので、同じ会場での規模拡大、他の大学あるいは公的就労支援機関等で
の障害者対象パソコン講座の開設など取り組み方はいろいろあるだろう。パソ
コン講座運営は、卒業生の会の財政的基盤づくりにもつながる事業となりうる。
　三つ目には、CAPEDS と卒業生の会の取り組みがきっかけとなって始まっ
た、ハルツーム大学自体の取り組みの発展につがなる機会を、さまざまな形で
作っていくことだ。大学における障害者支援のあり方、障害者就労の取り組み
といった日本の大学とも共通する課題に関する共同研究、あるいは、アラビア

語圏諸国の障害者政策、施策に関する情報収集などの委託調査、委託研究など
が考えられる。アブディンさんによれば、サウジアラビアやエジプトの障害者
支援施策には見習うべきものがあるとのことなので、先進事例紹介がスーダン
の障害者政策へのインパクトになる可能性もある。
　こうした共同研究を行う際には、音声技術の最先端を行くという韓国の企業
や研究機関、アラビア語圏の障害者支援の取り組みを行っているサウジアラビ
アや湾岸諸国の財団などと協力する可能性も念頭に置く必要があるだろう。
　紛争が続くスーダン共和国への日本の支援は限られた分野、地域にとどまっ
ているが、障害者支援を重点分野と明記した「人間の安全保障」という援助政
策にふさわしいプログラム、プロジェクトが提案されれば、スーダンの障害者
支援の取り組みもあり得るだろう。

６．可能性を秘めた小さな取り組み

　CAPEDS という小さな団体が実際になし得たことは、ごく小規模な調査、
ブラインド・サッカーの講習会、そして卒業生の会と協力してのハルツーム大
学障害者支援室支援という、ごく限られたことにすぎない。この小さな取り組
みを、孤立した試みに終わらせるのか、それとも障害当事者による取り組みを
支援するモデルづくりにつなげていくのかという問いは、CAPEDS というよ
りも、障害当事者の試みに思いを寄せ共に生きる社会を作っていこうと願っ
ている私たちに問われている。音声読み上げソフトなど IT 技術の活用により、
視覚障害者、盲ろう者の研究者とも交流しつつ、共に生きる社会を構想するこ
とができる日本で暮らす私たちは、「やっぱり当事者も、自分たちはパソコン
できると思ってないですね」とアブディンさんが語る現実に挑む、小さな取り
組みが秘めた大きな可能性を具現化することができる幸運な場面に遭遇してい
るのだ。

参考１：ハルツーム大学

　ハルツーム大学はアフリカの中で最も古い大学の中の一つで、ハルツーム市
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の中心に位置している。
　ハルツーム大学の元になったのは、英国による植民地時代の 1902 年に設立
されたゴルドン記念大学である。この大学の設立前に、スーダンに渡ったイギ
リス人ゴルドンが革命によって殺された。その 15 年後、イギリス人のキッチ
ナーによって設立されたのがこの大学である。
　その後、1924 年に医学部、1926 年に法学部、1938 年農学部と獣医学部、
1939 年に科学部と工学部、1940 年に文学部が作られた。医学部を除くこれら
の学部は 1945 年に統合され、ハルツームカレッジとなった。医学部も 1951 年
にこれに加わった。このハルツームカレッジはスーダンが独立した 1956 年に
ハルツーム大学と名称を変えた。
　1964 年には既存の教員養成施設がハルツーム大学の教育学部となった。ま
た、1991 年に保健学部、1994 年に看護学部、1996 年に医学検査科学部が新た
に加わった。
　最近は様々な学院や研究センターも作られている。例えば、平和学院、経済
保健センター、経営学院センター、地域研究センター、砂漠化防止センターな
どである。
　ハルツーム大学は植民地時代にはロンドン大学に経営されていた。当時はロ
ンドン大学が学生の成績を評価し、カリキュラムや試験の作成も行っていた。
しかし、1956 年のスーダン独立にあたってハルツーム大学となった時に、新
しいカリキュラムや規則が作られた。ハルツーム大学では英語を使っていた
が、	1971 年から少しずつアラビア語も使われはじめ、1990 年代には完全にア
ラビア語となった。
　現在は 4 つのキャンパスに 19 の学部、そして 17 の学院と研究センターがあ
る。また、付属組織として、ソウバ病院大学、自然歴史博物館、メディカルセ
ンターがある。メディカルセンターでは、大学のスタッフや学生たちに医学的
なサービスを提供している。
　一番大きいキャンパスはハルツーム市の中心にある。そのキャンパス内には、
大学の総合事務所、文学部、経済学部、社会経済学部、法学部、科学部、工
学部、数学部、経営学部、技術社会開発学部、博士課程の大学院、アフリカ・

アジア学院、建築リサーチセンター、環境科学学院、コンピューターセンター、
平和学院、経済保健学院、自然歴史博物館などがある。二つ目の医学部キャ
ンパスもハルツーム市にあり、医学部、看護学部、歯学部、薬学部、保健学部、
医学検査学部がある。三つ目はシャンバットキャンパスであり、この中には農
学部、獣医学部、動物研究学部、森林研究学部などがある。四つ目はオムドゥ
ルマンキャンパスであり、教育学部、大学教員養成センターがある。
　ハルツーム大学はスーダンの教育の中心であり、スーダンの中で最も大き
な大学であることから、新しく設立された大学へのスタッフの派遣を行うな
ど、大きな役割を担っている。ハルツーム大学の 2008 年現在の学生数は約 1
万 7000 人。また、ハルツーム大学は、国際的な活動にも積極的に参加してい
る。国際大学連盟にも加わり、アフリカ大学連合の設立においても中心的な役
割を果たした。他大学との連携も数多く行っている。更に、多くの政治家や社
会活動に携わる人々を輩出しており、スーダンにおける人材育成へも貢献して
いる。

	参考２：ハルツーム大学障害をもつ卒業生の会

　スーダン障害者教育支援の会の大切なパートナーであるハルツーム大学障害
をもつ卒業生の会（以下卒業生の会）は、ハルツーム大学に在籍する障害学生
によって立ち上げられた団体である。会の目的としては、①障害をもったハル
ツーム大学の卒業生の就労支援、②障害者問題への理解促進、③加盟メンバー
の起業活動の支援、④障害をもつハルツーム大学在学生の教育環境改善、⑤卒
業生に対するコンピュータトレーニングを通じてのキャパシティービルディン
グの支援、⑥大学内での学生同士の交流促進を掲げている。
　現在までに、大学内で 3 回にわたり、障害者理解のワークショップを実施し
ており、2006 年 12 月のセミナーはマスコミに取り上げられた。
　また、就労支援としては、優秀な成績で大学を卒業すると、大学で働くチャ
ンスが与えられるハルツーム大学において、視覚障害をもつが故に成績がいく
らよくても大学での雇用が認められない卒業生とともに、大学当局との交渉を
行っている。
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　ハルツーム大学の卒業生全体に対してのサービスを提供する、「Graduates	
Affairs	Administration」に正式に登録されており、現在は 40 名ほどの会員を
抱える。
　スーダン障害者教育支援の会は、この卒業生の会とともに、ハルツーム大学
の視覚障害をもつ学生が、自ら情報を収集、発信するための音声ソフトを搭
載したパソコンと専用の部屋を設置し、「ハルツーム大学障害学生支援室」を
この卒業生の会と協力して立ち上げる予定である。CAPEDS のホームページ
（http://capeds.org/）に掲載されている報告書は、2007 年 7 月に卒業生の会
と行った対話の記録であり、これに基づいて「ハルツーム大学障害学生支援室
設置プロジェクト」が動き出したのである。
　2008 年 8 月には、その第一段階として、5 台の音声読み上げソフト搭載パソ
コンを設置した支援室を始動させることに成功した。今後卒業生の会は、この
支援室運営の中心的な役割を果たすとともに、スーダン障害者教育支援の会の
パートナーとして、ハルツーム大学においての持続的な学習環境の改善、他大
学への学習環境改善の取り組みの波及など、一層大きな役割が期待されている
のである。
　なお、2008 年 8 月に実施した支援室設置プロジェクトの詳細は、スーダン
障害者教育支援の会の報告書を参照していただければ幸いである。

	

異なる身体のもとでの交信
　　──COE＆新学術領域研究が目指すもの

立岩　真也
（立命館大学大学院先端総合学術研究科教授・

立命館大学グローバル COE プログラム「生存学」創成拠点リーダー）

■ 2009 年２月に記したこと

　私たちは、「グローバル COE プログラム「生存学」創成拠点──障老病異
と共に暮らす世界の創造」（2007 年度から 2011 年）の研究の三つの柱として「集
積と考究」「学問の組換」「連帯と構築」を掲げた。そしてその二つめ「学問の
組換」では、三つ「教育研究機構の構築」「技術開発支援」「研究技術倫理」を
掲げている。ここで「教育機構の構築」とは、より具体的には「障老病異」の
「本人」が研究できる体制を作ることを指している。
　また、2008 年度から新たに募集が始まった科学研究費の「新学術領域研究
（研究課題提案型）」に、「異なる身体のもとでの交信──本当の実用のための
仕組と思想」という研究企画案を提出し、採択された（2008 年から 2010 年）。
　そして COE の三つめ「連帯と構築」では、とくに NPO・NGO との共同作
業・研究を掲げ、また国境を越えた連帯・支援の仕組みの構築を掲げている
（だから第５章は、この企図の一部でもある。その意図と成果については本章では

略させていただく。今後成果を発表していく。また、稲場雅紀・山田真・立岩真也

『流儀──アフリカと世界に向い我が邦の来し方を振り返り今後を考える二つの対

話』［生活書院	2008］に収録されたアフリカ日本協議会の稲場雅紀さんへのインタビ

ュー、稲場さんの文章、また「アフリカのエイズに向かう NGO をすこし手伝う」と

いう立岩の文章も収録されている）。

第６章
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　この冊子は、その──障害のある人が情報を普通に使える仕組みを作ってい
こうという企画の──さっそくの成果の一部であるとともに、これから作って
いこうとするものを作っていくための準備の一部でもある。そこで、COE の
応募書類の該当箇所（これはごく短い）と、それから新学術領域研究の応募書
類を一部省略して、掲載する。
　ただ、この冊子が主題とするのは、視覚障害に関わり、文字情報の入手に関
わる部分であり、他は別途ということになる。その理由はまずは簡単な理由で
あり、現在３人の視覚障害を有する大学院生が、立命館大学大学院先端総合学
術研究科に属する大学院生であり、COE のメンバーであることだ── 2009 年
度には、少なくとももう一人、増えることになる。その人たちにとって、文字
情報の入手はどうしても必要なことである。一人（植村）はそれを自身の研究
のテーマにしているわけではないが、本はたくさん読む人であり、読まねばな
らない人だから、スキャナを使ってテキストデータ化された文字を最も読む人
でもあり、テキストデータを提供してくれないかと出版社にかけあってもきた
人である。その副産物のようなものとして、論文を書いた。本冊子に収録され
た第４章は、それをもとにさらに書き足して出来た。また一人（韓）はずいぶ
ん前に韓国から日本にやってきた人であり、大学院生であるとともに、おもに
視覚障害のある人のための機器を開発し販売している会社の社員でもある。そ
して一人（青木）は、まさに障害学生支援・情報保障を研究の主題にしている。
　別途の部分について、簡単に説明しておく。一つは、聴覚障害の人の交信関
係である。手話、そしてノートテイク、パソコン要約筆記などと呼ばれている
方法が使われているのだが（後二者は現在は実際にはそう違わないやり方がとら

れてもいるようだ）、すこし前から使えないかと考えているのは音声認識ソフト
で、すこし試し始めている（試用期間を経て、2008 年度の予算で、とても高額な

Ami	Voice というソフトを購入した）。あまりうまくいく感じが今のところしな
い。けれど、どこでもそしていつまでも人力で、というわけにもいかないとす
れば、この方法がうまく行くように、企業の人にもがんばってもらえるように、
こちらでいろいろと試してみようと思う。
　もう一つは、身体が動かない人の交信の関係である。以下に引用する書類に

いくらか記されているので、それを読んでいただければだいたいのところは
わかっていただけるだろう。そして、既に幾つか大学院生の研究成果もある。
2009 年度には、それをまとめたものを発表する予定である。
　書類の引用・紹介の前書きの最後に、視覚障害の人の関係にもう一度戻す。
第１章・第２章を読んでいただいてもわかるように、問題は、具体的で細々と
した技術の問題であるとともに、あるいはそれ以前に、社会の仕組みの問題て
である。いまどきの本のもとになっているのはもちろんコンピュータのファイ
ルであり、それは容易にテキストデータにできる。いったん紙に印刷された
ものを読み取ってテキストデータにするよりも当然手間がかからない。しかし、
第３章・第４章からわかるように、技術的には簡単なそのことがそう簡単にい
かない。どうしたらよいか。このことについても、行政・出版・研究の分野に
いる人たちの小さな研究会（座長：松原洋子）を組織し、関係者からヒアリン
グを行ない、集中的に検討している。それをまとめ、提言を 2009 年内に発表
する。
　提出した書類の全体、これまでの経過、成果等は、すべて私たちの HP
（http://www.arsvi.com）に掲載されているし、掲載されていく。もちろん、こ
の媒体が──使い方を間違えなければだが──アクセシブルな媒体であるから
でもある。ときどき見ていただきたい。

■ 2010 年１月に記すこと

　障害学生支援関連では、2009 年５月には、「ダスキン・アジア太平洋障害者
リーダー育成事業」で台湾から来日された陳盈如（チン・エイジョ）さん等の
参加を得て、国際シンポジウム「障害者による支援の未来――日・台・韓協働
の可能性」を開催した。また９月に立命館大学で開催された障害学会第６回大
会ではシンポジウム「障害学生支援を語る」が開催された。これらは、先端総
合学術研究科の視覚障害院生で、この報告書の編者である青木慎太朗と、2009
年に入学したばかりのやはり視覚障害院生である安田真之、他によって企画さ
れ、実施された。その記録は学会誌『障害学研究』に掲載される予定である。
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その他、増補されたこの報告書で別途報告がなされている。
　以下は「交信」に関わる研究について。詳しくは生存学 HP（http://www.

arsvi.com）の表紙の下にある「異なる身体のもとでの交信」をご覧いただきた
い。研究は進んでいる。その中から幾つかごく簡単に紹介する。
　聴覚障害の人の交信関係では、上に「とても高額な Ami	Voice というソフ
ト」と記したものを 2009 年の障害学会の大会のおりに使ってみた。それまで
の研究から予想されたことではあったが、今のところ、リアル・タイムの文字
表示のために使えるものではない。ただこれも使いようかもしれないと私は思
っている。通訳でも同時通訳でなく逐語通訳というものがある。授業などであ
れば、文字表示を待って、場合によっては発話者（である例えば教師）が直し
てから、次を話せばよいかもしれない。人間（「多数派」の社会）を機械に合わ
せることもあってよい。「社会の方を変えるのだ」というのが「障害学」の教
えでもある。その線に沿った案でもある。
　ともかく、手話・PC 要約筆記は大切であるに決まっているが、それだけで
はやはりまにあわない。ハード・ソフトの技術をどうやって使うか、たんに技
術の進歩による進展という方向だけでなく、様々考えたり調べたりすることが
あると思う。この（2010 年の）2 月 3 月には、聴覚障害者やその関係者の団体
から人をお招きし、シンポジウムを行うことにもなっている。手話通訳やその
養成の現状や課題についても話し合われることになっている。みずほ福祉助成
財団の平成 21 年度社会福祉助成金研究助成を受けて「効率的かつ持続可能な
手話通訳制度の構築可能性に関する研究」も始まっている。
　身体が動かない人の交信の関係では、一つ、2009 年の８月、NEC 社会貢献
室の協賛を得て、「生きるためのコミュニケーション――NEC 難病コミュニケ
ーション支援講座」を開催した。また、ＮＰＯ法人「ある」の活動の一部とし
ても位置づけられる「スイッチ研」のメンバーが、おもに京都市内の ALS の
人たちのコミュニケーション支援の研究と実践を行っている。その記録を HP
に掲載している。
　そして視覚障害の人たち――でなく読書に困難がある人全般――の関係。ま
ず、身近なところでは、2009 年度先端総合学術研究科に入学の人に視覚障害

の人が３人いて、視覚障害の人が６人になった。またすこし大きなところで
は、本報告書でもふれられているように著作権法が変更され、政令が出て、状
況が変わりつつある。また、それを先取りするつもりで、書籍デジタルコンテ
ンツ流通に関する研究会（松原洋子座長）を 2008 年から 2009 年にかけて開催、
NPO、国立国会図書館、総務省等の関係者の参加を得、研究者が加わって議
論した。その成果が、2009 年７月に『書籍デジタルコンテンツ流通に関する
研究会報告書』（財団法人マルチメディア振興センター）として公表されている。
　まず、研究科や大学に存在する必要に対応せねばならない。2009 年度、私
たちは文部科学省から大学をへて大学の障害学生支援室に降りていた予算の
（必要に比して多くない）一部を研究科で使うことになった。よく言えば、障
害をもつ院生自身が自分たちにとって使いよい仕組みを作っていけることにな
ったということだが、実際には、この間なかなか機能しなかった大学の「支
援」にしびれを切らしてということであり、面倒な仕事を自らに抱えてしまっ
たというところもある。本報告書第４章を担当し、テキスト校正や出版社の対
応についてよく知る植村要他がその面倒な仕事に携わってくれている。ただ、
この 2010 年１月から、データを提供する施設として大学の図書館等も含めら
れることになった。大学図書館（等）が提供の主体となるのだが、実際の情報
の収集や提供について必要な技術や情報を有しているところはたいへん少ない。
また一つ一つの図書館（等）がその業務を独立して行うのは、言うまでもなく、
非効率的である。なんらかの組織がそうした業務を行う、各図書館（等）がそ
れを利用するという形態が考えられるだろう。そのために考えるべきことする
べきこともまた多くある。そして私たちはそれを実際に試すことのできる場所
にいるのでもある。差し迫った必要に応えるためにも、より大きな仕組みを効
率的・効果的に作り機能させるためにも、するべきこと、できることからやっ
ていこうと考えている。
　本報告書は最初の 1000 冊がすぐになくなり、さらに 1000 冊増刷した。そし
て韓国語版（印刷版と HP 版）・英語版（HP 版）も作成された。そして今回の
増補改訂版刊行という運びになった。上記した全体の仕組みを作っていくのは
これからの、しかしそう時間を取っていられない課題だが、その仕組みは具体
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的な技術とともに機能していくのであり、そして、技術とそれを巡る社会の現
状の把握は常に必要である。この報告書の刊行とその増補改訂の意味もそこに
ある。

■グローバル COE「生存学」創成拠点
　──障老病異と共に暮らす世界の創造・申請書類（2007.2 提出）より

□拠点形成計画の概要より

　なにより日常の継続的な研究活動に重点を置き、研究成果、とりわけ学生・
研究員・PD による研究成果を生産することを目指す。効率的に成果を産み出
し集積し、成果を速やかに他言語にする。そのための研究基盤を確立し、強力
な指導・支援体制を敷き、以下の研究を遂行する。
　Ⅰ　身体を巡り障老病異を巡り、とくに近代・現代に起こったこと、言われ
考えられてきたことを集積し、全容を明らかにし、公開し、考察する。◇蓄
積した資料を増補・整理、ウェブ等で公開する。重要なものは英語化。◇各国
の政策、国際組織を調査、政策・活動・主張の現況を把握できる情報拠点を確
立・運営する。資料も重要なものは英語化。こうして集めるべきものを集め
きる。それは学生の基礎研究力をつける教育課程でもある。◇その土台の上に、
諸学の成果を整理しつつ、主要な理論的争点について考究する。例：身体のど
こまでを変えてよいのか。なおすこと、補うこと、そのままにすることの関係
はどうなっているのか。この苦しみの状態から逃れたいことと、その私を肯定
したいこととの関係はどうか。本人の意思として示されるものにどう対するの
か、等。
　Ⅱ　差異と変容を経験している人・その人と共にいる人が研究に参加し、科
学を利用し、学問を作る、その場と回路を作る。当事者参加は誰も反対しない
標語になったが、実現されていない。また専門家たちも何を求められているか
を知ろうとしている。両者を含み繋ぐ機構を作る。◇障害等を有する人の教育
研究環境、とくに情報へのアクセシビリティの改善。まず本拠点の教育・研究
環境を再検討・再構築し、汎用可能なものとして他に提示する。また、著作権

等、社会全体の情報の所有・公開・流通のあり方を検討し、対案を示す。その
必要を現に有する学生を中心に研究する。◇自然科学研究・技術開発への貢献。
利用者は何が欲しいのか、欲しくないかを伝え、聞き、やりとりし、作られた
ものを使い、その評価をフィードバックする経路・機構を作る。◇人を相手に
調査・実験・研究する社会科学・自然科学のあり方を、研究の対象となる人た
ちを交えて検討する。さらにより広く研究・開発の優先順位、コストと利益の
配分について研究し、将来像を提起する。
　Ⅲ　このままの世界では生き難い人たちがどうやって生きていくかを考え、
示す。政治哲学や経済学の知見をも参照しつつ、またこれらの領域での研究を
行い成果を発表しつつ、より具体的な案を提出する。◇民間の活動の強化につ
ながる研究。現に活動に従事する学生を含め、様々な人・組織と協議し、企画
を立案し実施する。組織の運営・経営に資するための研究も並行して行い、成
果を社会に還元する。◇実地調査を含む歴史と現状の分析を経、基本的・理論
的な考察をもとに、資源の分配、社会サービスの仕組み、供給体制・機構を立
案し提示する。◇直接的な援助に関わる組織とともに政策の転換・推進を目指
す組織に着目。国際医療保険の構想等、国境を越えた機構の可能性を研究、財
源論を含め国際的な社会サービス供給システムの提案を行う。

□６．研究活動の計画→①研究活動の具体的な達成目標より

　Ⅱ【学問の組換】１［教育研究機構の構築］障害等を有する人が研究するた
めの機構・体制作り。①とくに情報へのアクセシビリティ。まず組織内ででき
ることは何か、これまでの試行を踏まえ、研究し試行を繰り返す。その成果と
して、実現可能な機構を作り提案する。②著作権・特許権等、規範的な問題に
ついても調査、検討、提言。切実な必要を有する３名の学生が中心となる。２
［技術開発支援］本拠点自体は開発を行わない。利用者は何を欲しているのか、
何を欲しくないかを伝え、聞き、やりとりし、作られたものを使い、その評価
をフィードバックする経路・機構を作る。このことをもって自然科学研究・技
術開発に貢献する。例：動作を支援する工学技術。例：遺伝子医学への期待に
どう対するか。３［研究技術倫理］人を相手に調査・実験・研究する社会科
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学・自然科学のあり方を、研究の対象となる人たちを交えて検討する。さらに
より広く、研究・開発の優先順位、コストと利益の配分について研究し、将来
像を提案する。

■科学研究費・新学術領域研究（研究課題提案型）「異なる身体のもとでの
交信──本当の実用のための仕組と思想」申請書類（一部略、2008.5 提出）

より

□Ａ−ⅰ　研	究	の	全	体	構	想

本研究の革新的・独創的な点がわかるように工夫しながら、研究の全体構想

を説明してください。説明は、文章（1000 字以内）と概念図（複数でも可）の

両方により行ってください。また、本研究を特徴づけるキーワードを提示して

ください。

なお、本調書Ａ項目部分はマスキング審査に付されます。Ａ項目全体を通じ

て、以下の点に留意してください。

①特定の個人を識別する個人情報（氏名や所属機関等）に関する内容につい

て記述しないでください。

②記述する必要がある場合、「研究者氏名」については、「研究代表者」「研究

分担者①」「研究分担者②」……、「所属機関」については「Ａ機関」「Ｂ機関」

……などのように容易に特定できないよう工夫して記述してください。

　今は誰もがバリアフリーやユニヴァーサルデザインという言葉を知っていて、
誰も反対しない。しかし特にコミュニケーションについて、実現されてよいこ
とが実現されていない。そして問題の多くは技術自体ではなく、文化的・社会
的・制度的な領域に存在する。情報の交信と共有に不具合を生じる身体とコミ
ュニケーションの技法／技術をめぐる問題系は、福祉工学・社会福祉学・情報
学・神経科学といった既存分野を超えた斬新な課題設定のもとで再編され、学
術的検討に付される必要がある。本研究では、社会学・大脳生理学・哲学とい
った異なる専門領域で、視覚障害・聴覚障害をもつ当事者を含む先端的業績を

上げてきた研究者たちが中心となり、この課題の提示と新領域創成に向けた研
究に取り組む。
　具体的な研究内容は以下の通りである。

□Ⅰ　交信の仕組

　◇１　見えない人にはコンピュータ可読ファイルが便利だが、その流通が妨
げられている。その要因を調べ、著作権など法的な問題の検討も行ない、供給
の仕組を作る。
　◇２　手話を使わない聞こえない人に対して、人が音声をその場で文字化し
ていく PC 要約筆記が使われるが、それをどこまで普及させられるか、ソフト
により音声を文字化する仕組みの採用・併用の可能性について、技術を開発し
製品を提供している企業とも協議し、検討する。
　◇３　動かなくなる身体の人との交信について。ここでは一つ、身体の微細
な動きへの対応、時間とともに変化していく身体に対する個別の対応が必要で
ある。その支援の歴史と現在について調査研究し、これからの仕組みを構想し
構築する。さらに脳波や脳血流を用いた送信法について、その現状と可能性に
ついて調査し研究する。

□ⅱ　身体と装置の思想

　◇１　どこまでも感覚・交信のために身体を変容させ機械を装着することが
認められてよいのか。聾者の手話を守るために音の聞こえる子を産まないこと
を認めるべきだといった主張も含め考察する。
　◇２　技術や制度による補填には遅れが伴う。また費用を社会的に負担する
ことにしても負担は均等ではない。例えば日本手話と日本語のバイリンガルは
一つの案だが、健聴者は二つを習得したりはしない。しかも日本語の方は相対
的にうまく操れる。補助技術が進むことでかえって自己責任が問われることも
ありうる。どう考えるか。
　◇３　むしろ多数派が合わせるべきだという主張もある。例えば知的障害の
人からの「わかるように」という要求にどう答えたらよいか。とくに学問の領
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域ではそれは無理難題とも思われる。しかし何かはできるのだろう。それは何
か。
　・キーワード：情報へのアクセシビリティ／言語と身体／障害

□Ａ−ⅱ．研究目的

本欄には、全体構想にもとづいて、本研究の具体的な目的を説明してくださ

い。なお、記入にあたっては、冒頭にその要旨を記述した上で、適宜文献を引

用しつつ記述し、特に次の点については、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述

してください。

①研究の背景（本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ）

②着想に至った経緯、あるいは研究の必要性

③研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか。

④期待される結果と意義、及びブレークスルーの可能性

⑤研究の革新的・独創的な点及び従来の分科・細目区分では採択されにくい

　挑戦的な点。

①研究の背景

　研究教育機関における視覚障害等をもつ学生・院生への対応は、喫緊の課題
である。だが今の状態では例えば文字情報を得るのに困難がある。また学会の
大会等で聴覚障害者のための情報保障を行なう。たが今の仕組みはかなり大が
かりなもので、保障を使命と考える一部の学会以外はその体制を用意しない。
　そして、こうした仕組みの必要と不在とは、むろん研究教育の場面に限らな
い。例えば神経難病の人はその身体の微細な動きを使って交信するが、そこで
は個々人の差や身体の変化に応じる必要がある。その必要に少数の熱心なボラ
ンティアが対応してきた。しかしそれは多くの人たちが沈黙のもとに置かれて
きたということでもある。
　さらに私たちは、基本的に技術とその普及に期待しているが、そこに様々考
えるべきことがあることも感じてきた。例えば、どうしてもできないことは残
りそうであり、またできない人は常に存在する。他方、脳機能を含む身体の改

変・変更は、なぜ、どこからが制約されるのか。その方面の研究は世界的にも
端緒に着いたばかりである。また狭義の応用倫理学的・科学社会学的な接近だ
けでは足りない。より原理的な、同時により実践的な研究が必要である。

②着想に至った経緯、あるいは研究の必要性

　研究代表者は大学院で実際の必要にはそれなりに対応してきた。例えば研究
科やプロジェクトの HP に可能な限りのデータを収録・掲載し視覚障害者他の
利用に供してきた。学会や講義で人が音声を聞いて即時にコンピュータで文字
にする PC 要約筆記等の情報保障体制をとった。また、音声を文字に自動変換
するソフトを開発販売している（情報保障のための利用を当初想定していなかっ

た）企業と学会大会等における実用化に向けてのやりとりを始めた。また大学
での情報保障を研究する院生、出版社によるテキストデータ提供について研究
する院生、視覚障害者の情報機器を開発販売する企業に勤めその研究をする院
生（いずれも視覚障害者）と研究を進めてきた。同時期、大学が障害学生支援
室を置いて活動が始まり、その支援室との共同研究も始まっている。

　また、研究代表者と連携研究者 A は、神経性難病の人たちのコミュニケー
ション支援に関わるプロジェクト研究に従事してきた。文字盤や PC につなげ
るスイッチを実際に使う人、その使用を支援している人たちに聞き取りを行な
ったり、本人同士の遠隔交信環境を作り実際に交信することを支援しつつその
あり方を研究してきた。このような研究活動から、より大きく研究を展開し、
どこでも使える仕組みを考案し提案していることが必要であり、またその実現
可能性はあると考えるに至った。
　これらとまったく同時に、考えるべきことに直面してきた。文字と点字、文
字と音声というだけでは相互の変換自体にはそう深刻な問題はない。しかしま
ず習得に関わる負担を巡る問題は残る。それを、いつか技術が十全に発達すれ
ば解決するとして考えずにすますことはできない。機械の性能の問題は大きく、
それを使う場合の不利は実際には解消されない。また、例えば複数の交信手段
を習得することはよいとして、実際には少数派だけがそれを強いられ、そのこ
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とに関わる不利も解消されない。研究分担者 A は、聴覚障害児の教育に長く
関わり、現在は大学教員をしながらそれを研究してきた。私たちはそれらを巡
って議論してきたが、さらにそれをより一般的な問題として考察するべきであ
ると考えるようになった。
　研究代表者は、分担研究者 B と連携研究者 A、複数の視覚障害者や障害者
支援に関わる専門職を含む多くの院生とともに、多様なプロジェクトを展開し
てきた。本研究は、こうした個別的・各論的研究実践の経験と成果を基礎とし、
関係する理論的・実証的研究業績を発表し社会的活動を展開してきた有力な研
究者、なかでも視覚障害や聴覚障害をもってその研究・活動を行なってきた分
担研究者 C、分担研究者 D、連携研究者 B、大脳生理学者であるともに医療社
会学の業績のある分担研究者 E を加えて、既存の研究分野の枠組みでは扱え
ない新たな問題系と課題を提示し、研究を遂行するものである。

③研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか

　基本の目的は、仕組みを考案し実用化し普及を加速させることにある。一つ、
まず学会大会や大学大学院での授業等で使える情報保障の仕組み。一つ、文
字情報の供給・入手の仕組み。一つ、身体が容易に動かない人の交信の仕組み。
これ自体が研究だが、それは全ての研究の条件を整備する研究でもある。どん
な研究を推進するにせよ、その前提として、身体の状態がどうあれ人が研究に
関われる体制をとることは当然のことであり、その当然のことを実現する。
　そのために、事態を難しくしている、また改善につながりうる制度的・社会
的要因を調べ、取り除くべき部分を取り除くこと、また付加すべき部分を付加
することを提案する。著作権など法的な問題とされるものが本当に問題なのか
も確認されていない。複数の選択肢がある場合、また各々に付される条件を変
えることができる場合、それぞれにかかるコストと得られる便益とを比較考量
し、最善・次善の解を示す。また現実に使用可能な社会資源・知識を整理し提
示する。一つひとつは細かなことの積み重ねであり組み合わせであるが、それ
がなされなかったために、可能であるにもかかわらず実現していない状態がも
う長いこと続いている。その状況を打破するための活動を行なう。

　以上で技術は、使えるなら肯定される。だがそれだけでいかない部分がある。
まず技術的な解決が少なくとも当面難しい領域がある。例えば日本手話と日本
語など二つ以上の言語がある場合。これは多文化主義・多言語主義の問題とし
ても考えられてきた。また翻訳（不）可能性の問題として論じられてもきた。
前者では多言語状況は基本的に肯定され、バイリンガリズムが推奨される。し
かし実際には多数派は手話を学ばない。そしてそれですんでいる。となれば両
者の不均等はやはり存続する。とした場合にどうすればよいか。これはなかな
かに困難な問題である。これからの社会を実際にどうするのか、またできるの
かという視点から検討する。そのために、身体に対する付加・補足・変容の技
術の歴史を明らかにすることも行なう。

④期待される成果と意義、及びブレークスルーの可能性

　可能であるはずであるにもかかわらず実現しなかったことを実現させる。
　◇一般書籍の相当部分について、出版社との調整を行ない、その提供を行な
う組織の運営に協力し、ひとまず現行法の許容範囲内で、テキストデータの提
供を実際に可能にする。その延長線上に（画像としてのではなく）文字データ
の蓄積・公開の方法・方向を提示する。
　◇授業や学会などでの情報保障について、音声→文字への自動変換技術の可
能性も含め、もっとも合理的・効率的な方法を提案する。使用できる資源・情
報をパッケージとして提供する。これも音声情報全般の（音声だけでなく文字

としての）集積の仕組みの構築につながりうる。
　◇身体のわずかな動きを用いる発信について、それを誰もがどこでも使える
ような人の配置、制度的仕組みが提案される。さらに、この技術の利用を東ア
ジアに広げる。
　◇思想的社会的主題がここにあることは理解されるようになっているが、世
界的に見ても、現実の問題に即した考察・研究はなされていない。本研究の理
論的な成果は、まず日本語の書籍として刊行され、ついで英語書籍として刊行
される。
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⑤本研究の革新的・独創的な点及び従来の分科・細目区分では採択されにくい

挑戦的な点

　社会福祉学また教育学の一部でも研究はある。工学の一分野として福祉工学
がある。それぞれ重要な研究がなされている。しかし第一に、研究機関や企業
による今までの研究成果を利用しながら、その実用化・普及を妨げている要因
を点検し、問題点を解消・軽減し、技術と人と仕組み・制度をつないで、実際
に使えるものにしていく研究は従来の区分の研究ではなされてこなかった。障
害学の領域とも言えるが、これも分科・細目区分には存在しない。また ICT
活用における障害者交信の制度的バリアの研究も、情報学や複合新領域の細目
には該当しない。
　技術はおおいに実用化され普及してほしいが、第二にそれだけですまない問
題、むしろ新たに生じる問題がある。それは生命倫理学やニューロエシックス
の主題でもあるが、現在のところ、問題の社会的性格を踏まえた研究業績は多
くない。問題の社会的倫理的側面を知る大脳生理学者も加わり、社会科学・人
文科学の研究者と協働して研究を進めていく必要と意義がある。

□Ａ−ⅲ　研	究	計	画	・	方	法

　本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、

冒頭にその要旨を記述した上で、平成 20 年度の計画と平成 21 年度以降の計画

に分けて、適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してく

ださい。ここでは、構想を具体化するための研究手法等について述べるとともに、

研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者及び研究分担者の具

体的な役割（図表を用いる等）についても述べてください。また、研究体制の

全体像を明らかにするため、連携研究者及び研究協力者（海外共同研究者、科

学研究費への応募資格を有しない企業の研究者、大学院生等）の役割について

も必要に応じて記述してください。

○概要

◇以下に列挙する研究課題の多くについて、大学、大学院、大学の障害学生支

援室、学会大会の実行委員会、障害者難病者の日常的な交信、国際的な集会、
等の実際の運営を自らが行ないながら、その現場において研究を遂行し、その
結果を次に生かす形で研究活動を進める。
◇多くの主題・課題について大学院生・PD（日本学術振興会特別研究員と COE

の資金で雇用している PD）のテーマ・問題意識を活かし、教員が協働して研究
を進める。研究分担者とはメーリング・リストと HP を利用し連絡をとりあい
ながら研究を進める。
◇研究の刻々の成果、得られた情報で公開可能なものの全てを、現在のところ
最もアクセシブルなメディアである研究代表者所属研究機関のウェブサイト
（収録ファイルへの全アクセス数は年間 700 万超）で公開し、あらゆる人の利用
に供する。

○平成 20 年度

　○Ⅰ　交信の仕組
　◇１　おもに視覚障害の人に
　①現在、スキャナにかけ、OCR ソフトで文字コードにし、人が校正してフ
ァイル化するという手順で文献のテキストデータを入手、拡大文字や音声にす
る方法がある。手間がかかるうえ、基本的に利用者単独の使用に限られる。製
版用のファイルをテキストファイルにできるからそれを使えばそのコストは本
来不要だが、一冊の本を読むのに 10 万円近くかかることがある。出版社側に
提供を困難にしている事情を聞く。提供している出版社に実情を聞く。
　②著作権の問題について、現行の法令のもとで問題はないのか、あるとすれ
ばどのような変更が必要なのか調査する。文献を検討する他、専門家から意見
を聞き、方針を確定する。
　③出版社と契約を結び、テキストファイルの読者への提供と代金の受け取り
を行なう民間組織が立ち上がろうとしている。この企画に当初から関与し、実
用化を目指す。
　④学術論文はすでにオンラインでの提供がかなりなされている。ただアクセ
シビリティについてはあまり考えられていないことが多い。現在あるものに加
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え、あるいはそれを補って、何を行なうのが最も効果的であるのかを検討する。
　⑤大学の障害学生支援室と連携し、この年度内に、文字のテキストデータ化
のためのマニュアルと全国の障害学生支援概要を調査した結果の報告と合わせ
た冊子を作成し、全国の大学・研究機関等に配布する。
　◇２　おもに聴覚障害の人に
　①既存の音声→文字化ソフト（国会・地方議会の議事録作成などに使われてい

る）を講義・講演・学会報告で即時に実用的に使用することができるのか、研
究の状況を調査、既に商品化されている製品について現状と改善の可能性につ
いて研究し、広範な利用の可能性を追求する。
　② PC 要約筆記を提供する全国各地の団体の概要、活動の実態を調査しまと
める。多くはボランティア団体として発足しているが、現在は支払いがなされ
ることも一般的である。需要の増大に対応できるのか、要約筆記の仕事が有給
の仕事として成立しうるのか、等を調査する。
　◇　３おもに不動の身体の人に
　①身体障害、神経難病の人たちについて、文字盤、顔や手足の筋肉の動き
を使うスイッチ、視線やまばたきを使用するコミュニケーション手段がある。
1970 年代から、壁に大きな文字の表を貼り、それを見る視線を追って読み取
るといったことがなされてはいた（その資料の一部は、既に患者自身による HP

に掲載されはじめている）。その時期からの様々な試み・営みについて、手記な
どを含む文献を用い、また長年その活動に携わってきた、日本 ALS 協会近畿
支部他の人たちに聞き取りを行ない、まとめる。技術開発の側によって、過去、
とくに過去の失敗が文字化されることは多くない。他の主題についても歴史を
調査しまとめることを本企画の一環として行なう。
　②このような手段を用いる場合、個々人の差がとても大きく、また身体の状
態が短い間に変化することもある。個々人とその変化に合わせた支援の体制を
どのように作るか。日常的な介助にあたる人、スイッチの提供や調整に当たっ
てきた人などに聞き取りを行ない、支援技術を有する人を増やし、どこでも使
えるようにするためにどんな仕組みが必要かを調べる。
　③ Skype などのインスタント ･ メッセンジャー機能を利用した交信の場を

設定し、あるいはそこに参与し、その日常的・安定的な利用に向けた研究を
2006 年度から連携研究者 A とともに開始している。それを継続し、より実用
的なシステムとする
　④脳血流や脳波を用いる発信技術もある。ならば脳が動いている限り原理的
には交信が可能ということになる。ただ、この手段しかなくなってしまった後
にこの技術を習得するには困難もあるようだ。実際にこの技術を使っている人
にとってこの技術がどんなものなのか、調査は困難だが、調査する。実際に使
う人が増えるための条件について検討する。

　○Ⅱ　身体と装置の思想

　◇１境界・限界について
　どこまでも感覚・交信のために身体を変容させ機械を装着することが認めら
れるか。本人が決めるというのが一つの案ではあるが、では子はどうするのか。
聾者の手話を守るために音の聞こえる子を産まないことを認めるべきだといっ
た主張があり、この是非が議論されたことがある。それは認められないと思う
人が多いはずだが、認めよという主張の側にも理はある。関連する議論を参照
し、検討する。例えばニューロエシックスと称される領域での議論はどこまで
有効か、検証する。そしてその考察のためにも、身体の変容や機械の装着の経
験が当人に何をもたらすのかを調査する。
　◇２　残される不利について
　それでも様々が行なわれるだろうし、行なってよいだろう。しかし技術や制
度による補填には遅れが伴い、模倣は模倣の対象には届きにくい。少なくとも
今のところはあまり使えないものが推奨され、使われるのだが、結果は芳しく
ないことがある。
　またかかる費用を社会的に負担することにしたとしても、負担は均等ではな
い。例えば、手話が言語であることがようやく認められ、その使用が頭ごなし
に否定されることは少なくなった。だが、依然として聴覚障害者は不利な立場
にいる。日本手話と日本語のバイリンガルが一つの案なのだが、健聴者はこの
二つを習得したりはしない。しかも日本語の方は相対的にうまく操れる。少数
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派だけがコストを引き受けつつ、多数派の言語を多数派ほどできない。補助技
術が進むことでかえって自己責任が問われることもありうる。結局少数派に不
利な状況は変わらない。このことをどう考えたらよいか。どのようなあり方が
ありうるのか。　多文化主義・多言語主義と「同化」を巡ってなされてきた議
論をも参照しながら調査・研究する。
　◇３　多数派への要求について
　自らの側を変化させる、あるいは自らの身体に補うという方向（１）に行っ
ても解消されない部分をどうするかという問題（２）への答の一つは、「あな
た方がこちらに合わせればよい」というものである。例えば知的障害・学習障
害・発達障害等の人が「私たちにわかるように言ってくれ、書いてくれ」と要
求する。
　とくに高等教育・研究の領域では、それは無理難題だとも思われる。しかし、
何かはできるのではないか。それは何か。あるいはその要求を拒否できるとし
たら、どうしてか、拒否できるのはどのような場面においてか。これらについ
てもまた考えてみる。
　その考察・研究のために、知的な障害があるということ、また新たにそれを
経験するということがどんなことであるのかを、これを知ること自体に難しさ
があるのだが、描く必要がある。

注記：本企画は新しい課題を提示するものであり既存の研究業績は少なく、

しかもその多くは本企画に	関わる研究者のものであるため、匿名性の確保のた

めここに記すことができない。ともに研究を進めてきた（代表者・分担研究者・

連携研究者以外の）若手研究者の論文名のみ、ここでは視覚障害に関連するも

のに限り、以下例示する。

「出版社から読者へ、書籍テキストデータの提供を困難にしている背景について」

「視覚障害学生支援と著作権──視覚障害学生への情報保障をてがかりとして」

「変容する身体の意味づけ──スティーブンスジョンソン症候群急性期の経験を

語る」

「障害者が『なおる』ことを考えるとき──失明と手術による視力回復を経験し

た一女性のライフヒストリー」

○平成 21 年度以降

　以上の研究を継続し、着々と成果を発表していく。以下、２１年度以降にお
ける実験を兼ねた企画と、とくにその発表の場について、成果を公開する方法
とについて記す。

　平成 21 年度
　◇研究代表者の所属機関が 2009（平成 21）年の障害学会第６回大会の開催
校となる。2007 年の第４回大会も同じ会場を用い、手話通訳と PC 要約筆記
を配置した。そのときの準備・実施の記録がある。最初の対応でなく二度目の
対応になった時、開催側の負担は軽減されるだろう。両者を比較する。そして
そこから、開催主体と別組織が情報保障をパッケージとして提供するという形
態の可能性を検討し、実現可能と判断されたら、その準備にはいる。
　また音声→文字ソフトを用いる仕組みが実用可能であるのかを事前に検討し、
可能性があると判断すれば、PC 要約筆記と並行させて、実施する。そしてそ
の両者の結果を比較検討する。
　◇ 2006 年度から開始している国内での企画で得た知識技術を活かし、2008
年から 2009 年にかけて、民間の財団の助成も得て（申請中）、日本・韓国・台
湾・モンゴルの神経難病の人とその関係者の会議を、日本と韓国とを会場とし
て行なう。それ以外に、それぞれの地域をインターネットで結んで打ち合わせ、
会議を行なうとともに、報告書を刊行する。が、その報告書においてもコミュ
ニケーションは重要な主題として取り上げられることになる。

　平成 22 年度
　◇ 2008-9（平成 20-21）年度の視覚障害、聴覚障害の人々への情報支援に関す
る試行・研究の成果として、すくなくとも学会大会やシンポジウムその他にお
いて、効率的・合理的な方法で情報保障を行なう方法を提案する。
　◇神経難病の人々との東アジアネットワーク形成および技術の検討をすすめ、
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最終報告書を刊行する。
　◇多文化主義・多言語主義、同化主義、脳科学、ニューロエシックスといっ
た言葉とともに様々に語られてきたことを整理し、それと私たちの調査研究と
をつき合わせ、理論的に詰めた論文を集録する論集を企画・編集し、書籍とし
て刊行する。
　◇以上の成果については、随時 HP（http://www.arsvi.com）をはじめとする
ウェブサイトで発信する。

□Ａ−ⅳ　人権の保護及び法令等の遵守への対応（公募要領６頁参照）

本欄には、本研究に関連する法令等を遵守しなければ行うことができない研

究（社会的コンセンサスが必要とされている研究、個人情報の取り扱いに配慮

する必要がある研究及び生命倫理・安全対策に対する取組が必要とされている

研究等）を含む場合に、どのような対策と措置を講じるのか記述してください。

なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

　本研究は、人文社会系の方法により実施し、身体への直接的侵襲を伴う実験
等は行わない。聞き取りやフィールドワークにおける研究対象者の保護につい
ては、障害をもった人々など弱者の研究参加について特に配慮する。研究対象
者には、事前に研究計画について説明し、適切な方法により参加への承諾を得
る。必要に応じて学内倫理委員会の審査を受ける。

□Ａ−ⅴ　研究経費の妥当性・必要性

本欄には、「研究計画・方法」欄で述べた研究規模、研究体制等を踏まえ、次

頁以降に記入する研究経費の妥当性・必要性・積算根拠について記述してくだ

さい。また、研究計画のいずれかの年度において、各費目（設備備品費、旅費、

謝金等）が全体の研究経費の 90％を超える場合及びその他の費目で、特に大き

な割合を占める経費がある場合には、当該経費の必要性（内訳等）を記述して

ください。

　◇初年度に音声認識ソフト一式を購入する。2007 年夏から幾度か説明を受
け試用しているものであり、実用化の可能性はあると判断した。ただ今の製品
のままでは音声と同時の文字表示を実現するのは困難なようであり、その限界
を確認し、他の方法との併用──基本的にはこのソフトを使いつつ、人が介在
して修正を加えていくなど──を検討しながらの使用となるはずである。
　◇他は、上記のソフトの試用・使用も含め、音声データ→文字データ、（活

字・墨字の）画像データ→文字データへの様々な手順による加工作業に関わる
人件費、聞き取り調査に伴う費用、専門的知識の提供に対する謝礼、データの
収集、得られたデータの整理・集積・HP への掲載のための人件費が大きな部
分を占める。よって人件費の占める割合が高くなる。

□Ａ−ⅵ　設備備品費の明細　［略］

□Ａ−ⅶ　消耗品費の明細　［略］

□Ｂ−ⅰ　今回の研究計画を実施するに当たっての準備状況等

本欄には、次の点について、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。

①本研究を実施するために使用する研究施設・設備・研究資料等、現在の研

究環境の状況

②研究分担者がいる場合には、その者との連絡調整状況など、研究着手に向

けての状況（連携研究者及び研究協力者がいる場合についても必要に応じて記

述してください）。

①現在の研究環境の状況

　立命館大学生存学研究センターおよび人文社会リサーチオフィスに事務局を
置き、研究に伴う実務的支援を受ける。スタッフは優秀でありまた経験を積
んでいるので、助成開始から支障なく、研究者は研究に専念することができる。
生存学研究センターは資料室・研究スペース・事務室を備え、研究に関する基
礎資料および各種 IT 機器、マイクロリーダーやネットワークが整備されてお
り施設上の問題はない。同研究センターはグローバル COE「生存学」創成拠
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点に 2007 年度に採択されたが、本拠点の研究資金は若手研究者を育成し成果
を生産するための基盤形成に活用する。本研究は、実績のある研究者チームに
よる先端的課題の検討に特化し、生存学研究センターの施設を活用して事務ス
タッフ支援のもとに展開する。

②研究分担者との連絡調整状況
＊科学研究費研究の代表者等の場合、分担研究者になってもらうことができ

ないため、連携研究者とさせていただいている（書類にない注記）。

　天田（社会学）、小泉（哲学）は、研究拠点となる立命館大学大学院先端総合
学術研究科の教員であり、立岩（社会学・研究代表者）とともに共同研究の成
果を蓄積してきた。上農（言語学）は、『たったひとりのクレオール──聴覚
障害児教育における言語論と障害認識』の著作をもつ大学教員かつ聴覚障害児
教育の実践者であり、聴覚障害、言語教育の領域で中心的な役割を果たすこと
になる。
　福島（教育学）と星加（社会学）は東京大学先端科学技術研究センターの教
員であり、バリアフリー部門の研究を進めている。福島は盲聾の、星加は視覚
障害の本人でもある。星加の著書『障害とは何か──ディスアビリティの社会
理論に向けて』は 2007 年の損保ジャパン記念財団賞を授賞した。立岩はその
センターの「公共システムのバリアフリー化に関する研究」に協力、また東京
大学教育学研究科での福島の授業に招聘されるなどしてきた。
　また美馬（大脳生理学）は医学者であり京都大学附属病院でパーキンソン病等
の人に接しながら、医療社会学の著作、論文を多く発表しており、立岩の所属
する研究科の ALS 患者遺族でもある院生をシンポジストとするニューロエシッ
クスの企画を開催、雑誌上などで小泉・立岩との対談を行なってきてもいる。
　さらに、連携研究者の石川（社会学）は多くの著作を発表するとともに、コ
ンピュータを存分に利用しながらの研究教育活動を先駆的に行なってきた視覚
障害をもつ研究者として知られる。視覚障害者のためのソフト開発も行ない通
商産業大臣表彰を受賞している。立岩と石川は 20 年ほどの研究上の交流があ

り、ともに障害学会の理事も務める。もう一人の連携研究者の松原（科学史・

科学技術社会論）は、2006 年度より ALS 患者の IT コミュニケーションプロ
ジェクトを展開し、2008 年度には電子通信普及財団の研究助成金を獲得して、
湘南工科大学の研究者と共同で工科系教育と障害者の IT 支援をつなぐプロジ
ェクトを開始している。また立岩、小泉、天田との共同研究の蓄積があり、美
馬とニューロエシックスに関する対談を公刊している。
　このように本研究に最も適していると考えられる人材を配した。各分担研究
者・連携研究者は互いの研究をよく知り、これまでの研究で引用・参照してい
る。
　日常の通信手段としてはメーリング・リストを使用する。また HP（http://

www.arsvi.com）は常時、本企画の進行を互いが確認しながら前進させていく
ためのメディアでもある。

□Ｂ−ⅱ　研究業績

本欄には、研究代表者及び研究分担者が最近５カ年間に発表した論文、著書、

産業財産権等、招待講演のうち、本研究に関連する重要なものを選定し、現在

から順に発表年次を過去にさかのぼり、発表年（暦年）毎に線を引いて区別（線

は移動可）し、通し番号を付して記入してください。なお、学術誌へ投稿中の

論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限ります。

　［略］

□Ｂ−ⅲ　研究費の応募・受入等の状況・エフォート　［略］

（１）応募中の研究費　［略］
（２）受入予定の研究費　研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研
究課題に応募する理由
　グローバル COE プログラム（H19 ～ H23）「生存学」創成拠点
　グローバル COE で行うとしたの３つの１つに「学問の組み換え」があり、
その一部は本応募研究の課題につながっている。COE は大学院生、PD など若
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手研究者の育成に力を注ぎ研究成果を出させることを主目的とする。それに対
して本応募研究は、既に研究の蓄積を有する研究者がさらに先導的な研究を推
進するものであり、その中に若手研究者の貢献を組み込んでゆく。双方によっ
て研究を推進し成果を生産していく。
（３）その他の活動　［略］

資料編

00 no12_本文.indd   172-173 10.3.12   2:57:24 PM



1�4 資料編 1��テキスト校正ガイドブック

テキスト校正ガイドブック

立命館大学障害学生支援室

目次

　１．はじめに

　２．テキスト校正作業の流れ

　　　（資料 -1）各種書式等

　３．OCR作業マニュアル

　４．テキスト校正作業マニュアル

　　　（資料 -2）OCR前→OCR後（未校正）→校正後サンプル集

　５．スタッフ養成

　６．体制

　（参考文献）

　（執筆分担）

1．はじめに

1-1.　なぜきれいな「テキストデータ」が必要になるのでしょうか？

　視覚に障害のある学生は、紙媒体の教材を、
　・音声化して読む
　・拡大して読む
　・点字にして読む
　ためです。このすべての過程で、テキストデータがあれば大変便利です。たとえば、
点字にして読む学生にとって、きれいなテキストデータの入手は点字化に向けた第一
次校正物になります。
また、大学院生の研究活動では大量の文献を読みこなす必要があるため、書籍のテキ
ストデータ化が欠かせません。あるいは、学部生であれば、毎回の授業で配られる配

布資料をデータ化することが中心となるでしょう。データがあれば、レポートや試験
に関わる箇所など、繰り返し確認したい重要な箇所をピックアップし、点字プリント
することも可能です。上肢障害のある学生など、紙媒体の情報にアクセスしにくい状
態にある学生にとっても便利なものになります。

1-2.　なぜ「校正作業」が必要になるのでしょうか？

OCR による文字の誤認識を修正するためです。「ハイテク読書法」、すなわち、スキ
ャナ、OCR、PC を使った読書法の利点は、点字とは異なり、①本が手に入ったらす
ぐに読める、②難解な文章も理解できる、③斜め読み、速読、検索等が可能な点など
です。しかしながら、この方法の欠点として、① OCR による文字の誤認識、②音声
ソフトの誤読、③（視覚障害のある利用者は）自分で誤りを完全に校正できないとい
う欠点を併せもっています（石川	2004,	植村	2008）。そこで、目を使って誤認識を修
正する手作業が必要になります。立命館大学障害学生支援室（以下、支援室）では、
この手作業を有償の学生スタッフ（＝テキスト校正班のスタッフ　※６. 体制の章を
参照）にお願いしています。

1-3.　校正済みのテキストデータ完成までのプロセス

　紙媒体の情報が校正済みのデータ情報になるまでのプロセスとその活用方法を時系
列に示すと以下のようになります。
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2.　テキスト校正作業の流れ

2-1.　作業フローの図

　書籍とレジュメ・配布資料によって完成までのルートが異なります。図に表すと以
下のような作業フローになります。なお、このガイドブックでは、主に書籍について
扱います。

	

【作業開始まで】

2-2.　利用者による依頼（担当：支援室）

　利用者が紙媒体の原本を障害学生支援室に持ち込んだとき、確認する事項は以下の
3 点です。

１．原本の状態確認（内容の概略、印刷状態、欧文混在の有無、図・表・グラフ・
イラスト有無など）

　２．優先箇所の確認
　３．締め切り日（目安として、書籍は 1 ヵ月後、レジュメは 1 週間後）

　１．の原本確認では、とくに以下の点に留意して対応します。

　・一般書籍の場合……コピーの状態（原稿が荒い、手書き箇所の有無など）、欧文
混在かどうか（英語、ドイツ語、アラビア語など）、図・表・グラフ・イラスト等の
割合。
　・本学教員による執筆原稿かどうか……執筆されている教員ご本人に直接データ提
供が可能かを問い合わせる、あるいは、学内研究所等の担当者に問い合わせる。
　・紙媒体の配布資料……URL 上に同じ情報がないか、各省庁のページ等をチェッ
クする。
　・新聞記事……論文・記事検索データベースから検索、場合によっては有料記事検
索を活用。
　これらの確認は、①データ化する原本の情報を利用者と共有し、②作業時間の見積
もりをするために、大切なプロセスです。
　授業担当教員が原本を持ち込んだ場合も、まず利用者となる学生の意向に沿うこと
が原則となるため、必ず上記の確認作業を行います。

2-3.　依頼の管理（担当：障害学生支援室）

　原本の持ち込みがあった時点で、「テキスト校正依頼管理シート」※（資料 - １）
に依頼内容を入力します。

2-4.　学生スタッフへ依頼するまでの準備（担当：障害学生支援室）

１．書籍、プリント等の原本のコピーを取り、原本は作業が終了するまで支援室に
て保管。

２．スキャナ・OCR ソフトにかけ、未校正データを作成する（テキスト形式 .txt）
　　※３．OCR 作業マニュアルを参照
３．ページ数をカウントし、「テキスト校正作業費申請書」を作成する

　　　※ページ数のカウントは、資料 - ２を参照。

　「紙媒体の原本コピー、未校正データ、アルバイト費申請書」の 3 点がセットにな
れば、依頼前の準備は完了です。

2-5.　テキスト校正班への作業依頼（担当：学生コーディネーター）

　3 点セットが整い次第、支援室から学生コーディネーターに連絡をし、原本を前に
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して依頼の振り分け方や〆切日設定などを職員と相談します。ここで、学生スタッフ
の力量、依頼時期（試験間近 / 長期休暇前など）について適宜調整を図り、最終的な
依頼内容を決定します。
　学生スタッフへの作業依頼は、学生コーディネーターがメーリングリスト（以下、
ML）を使って流します。メール本文の必要記載事項は、
　・書籍名
　・ユーザーの所属、氏名
　・ページ数
　・〆切日
　です。たとえば、依頼の書き方例としては以下のようになります。

各スタッフからの ML 宛の返信を待って、どの依頼を誰にお願いするのかを先着
順で決定します。その後、各スタッフが障害学生支援室でセットを引き取り、作業が
開始されます。なお、未校正データについては別途メール添付で送る場合もあります。

【作業中】

2-6.　各スタッフによる校正作業

　3 点セットを受け取ったスタッフは、自宅あるいは大学内のマルチメディアルーム
などで作業を開始します。作業の過程で不明な点があれば、そのつど ML に投稿して、
利用者や学生コーディネーター、学生スタッフ、職員などからのアドバイスを受けます。
　例えば、「視覚的な情報である傍点をどのように処理するのか」「ローマ数字を音声
ソフトはどう認識するのか」など、細かな不明点を ML を通して確認し、場合によ

みなさま
　○○です。
　新しい校正作業の依頼が○件来ていますのでお知らせします。
　詳細は以下です。
　①『　　』○ページ
　②『　　』○ページ
　③『　　』○ページ
　利用学生：○○所属○○さん
　〆切日：○月○日
　引き受けてくださる方は、ML 宛に連絡をお願いします。

ってはそのやりとりの結果をマニュアルに随時反映させます。

【作業終了後】

2-7.　学生スタッフから校正済みデータの受け取り（担当：支援室）

　校正済みのデータは、支援室のアドレスまでメール添付（ワード形式 .doc）で送付
してもらいます。テキスト形式ではなくワード形式での提出を採用している理由は、
チェック作業がワードのほうが容易なためです。支援室では、原本とつき合わせて完
成データをチェックします。
　チェック事項としては主に以下を挙げることができます。
　・誤字脱字がないかどうか
　・省略箇所は適切かどうか
　・校正者注は適当かどうか
　データ送付のタイミングに合わせて残りの原本と申請書も支援室まで持参してもら
います。原本はユーザーへ返却されます。

2-8.　利用者へ校正済みデータの送付（担当：支援室）

　チェックと修正が済み次第、ワード形式のデータをテキスト形式に保存しなおし
（※）、利用者へデータを送付します。
　
※ワードで使用した文字・フォントがテキスト形式に落としたときも正しく表示され
るよう、保存の際には下記の手順を採るとよい。
　〈ファイル→名前をつけて保存→ファイルの種類→書式なし→エンコード→その他
→ Unicode	UTF-8 → OK〉

　データ送付時の書き方例

○○様
○○です。
先般依頼のありました『　　』の校正済みデータをお送りします。
ご査収ください。
近日中に原本の引き取り及び個人利用誓約書の提出をお願いします。

何か不都合があればお知らせください。
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2-9.　個人利用誓約書の提出（担当：利用者）

　利用者は受け取ったデータを個人利用にとどめ、譲渡や複製をしないことを誓約す
るため、「個人利用誓約書」を支援室に提出します。

資料 - １　①テキスト校正依頼管理シート

依頼
日 内容 種類

個人
利用
誓約
書

分割
依頼

書籍名
／文献
タイト

ル

書籍／
コピー
オリジ
ナル返
却状況

謝金 締切 依頼者

校正済
みデー
タの状

態

支援
者・
作業
者

支援者
所属

担当
者

終了
確認
日

備考
請求
書提
出日

支払
日

4 月
22 日 書籍 テキスト

データ化 済 無 立命館 済 26368 5 月
21 日 □□ 送付済 ○○ 支援室 △△ 5 月

20 日

図・表
はすべ
て省略。

6 月
28 日

7 月
18 日

資料 -１　②テキスト校正ページ換算

タイトル
表紙 始まり 終わり 内白紙 頁数 文献（日） 文献（英）

中表紙 1
まえがき 第１章 1
はじめに 第２章 1

目次 第３章 1
本文 22 第４章 1

あとがき 第５章 1
文献（日） 第６章 1
文献（英） 第７章 1

索引 第８章 1
参考図書 第９章 1
著者紹介 第 10 章 1

奥付 第 11 章 1
その他 第 12 章 1

計 22 第 13 章 1
第 14 章 1

章ごとの↓ 第 15 章 1
文献（日） 0 第 16 章 1
文献（英） 0 第 17 章 1

第 18 章 1
第 19 章 1

総ページ数 22 第 20 章 1
終章 1
計 22 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

3.　OCR 作業マニュアル

　ここでは、テキスト校正作業に適した OCR ソフトの使い方の手順について概説し
ます。

3-1. 使用機器　

　支援室で使用している機器は下記です。

　OCR ソフト　e-Typist　v.11.0
　スキャナ　canon　DR-9080c

3-2.　OCRソフト e-Typist の使い方

e-Typist の使い方の流れは以下のとおりです。

１．e-Typist を起動する

　　↓

２．画像を読み込む（スキャンする）

　　↓

３．画像の修正

　　↓

４．レイアウト解析

　　↓

５．文字認識

　　↓

６．認識結果をファイルに保存する

写真１　立命館大学障害学生支援室内PCルーム設置の
　　　　OCR作業専用PCとスキャナ
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１．e-Typist を起動する

　デスクトップの［e-Typist　v.11.0］をクリックし立ち上げます。

２．画像を読み込む（スキャンする）

　①字のある方が上になるように原稿をスキャナにセット
　　ファイル（F）→スキャナの選択→ canon	DR-9080c に合わせて OK

　②［スキャナから画像を読み込みます］をクリック
★モード　白黒
★用紙サイズ　スキャンする用紙のサイズに合わせる（B4 より大きなサイズは
最大サイズを選ぶ）
★解像度（DPI）　出来るだけ 600 で取る

※「DPI」とは、スキャンした画像の解像度を示す。数字が大きくなるほど
画像がきれいになり、認識率も上がる。ただし、数字が大きくなるにしたが
って、スキャン時間も長くなる。
※分厚い本などで元原稿のコピーの片ページが極端に斜めになっている場合
は特に 600 にあわせるとよい。低い解像度でスキャンすると見開き手動補正
が出来ない場合がある。

［詳細設定］をクリックし文字方向検知にチェック を入れる
［フィルタ］をクリックし孤立点除去、ノッチ除去、黒枠消しにそれぞれチェッ
　　　　　		ク を入れる
［OK］をクリック

③　スキャンする→スキャン結果が画面に出る

３．画像の修正

　認識枠を取る前に……
①「見開き手動補正」を行う
　スキャナ画面の　回転→見開き自動補正→補正実行
　スキャナ結果で片ページが極端に斜めになっている場合は（分厚い本などはコピ

ー時にどうしても歪んでしまう）、「見開き手動補正」で 1 枚ずつ直すこと（この作
業は複数ページを一度にすることはできない）。ゆがんだまま作業を進めると、文
字認識をした時に片方のページがすべて文字化けし、後の校正に大きく影響する。
　コピーの中央が歪んでいるときは中央線も移動させること。

　②黒地に白抜きの文字は黒白反転しておく
　　スキャナ結果画面で［範囲設定］を［画像修正］にし、範囲をマウスで決めてか
　ら反転表示をクリックする。

③「認識属性」を決めておく
左から領域種別、言語、段組、改行コード挿入指定、空白文字挿入指定、デー

　タ区切り、認識字種別設定、ルビ認識。

★領域種別
文章領域→普通の文章
表→表になっているものや目次、索引など
図→図は取らないのでほとんど使わない

★言語の設定
日本語、英語、日本語（欧文混在）、など。設定する言語に	 を入れる。
なお、e-Typist	は日本語の縦書き文章中の横書き英語を認識しません。そこ
で、原稿の状態に合わせて下記の対応をします。

1．元原稿が縦書きで途中に英語（横書き）が混じっているページ
　→日本語で認識すると英語部分はすべて文字化けする。
　明らかに英語の部分の方が多い場合は、原稿を回転させて英語で認識してし

まう方が良い（校正時、日本語を入力する方が楽なため）。もしくはスキャ
ンするときに 2 重取りする（日本語取りと英語取りの 2 種類）。

2．原稿が横書きで途中に英語が混じっている場合
	→言語の日本語（欧文混在）にチェック を入れる。
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　（ただしこの場合、英文の単語はすべて繋がって認識されるので校正時に単
語と単語の間にスペースを入れ込む必要がある。）

　すべて英文のときは英語にチェック	 を入れる。
　（この場合はスペースが入って認識される。）

★段組→自動にチェック。
縦書きの文章に絵や図のキャプションが横書きで入っている場合などであま

りに細かい場合は段組を指定する。
★改行コード→文章に合わせて……毎行改行、自然改行を選ぶ。本文などは自然

改行にするとよい。
★空白文字挿入指定→空白出力にすれば段落はじめの一段落とす空白を認識する。

　　★データ区切り→文章領域の下線削除に	
★認識字種別設定→認識文字種すべてに	
★ルビ認識→「文章中に挿入」にするとほぼルビ部分を（　　）内に入れて認識

する。ただし本文中の傍点（例：その結果
3 3 3 3

）はすべて（へへへへ）と認識する。

４．レイアウト解析

方法１　手動でひとつずつ（こちらがオススメ）
　・マウスのクリック＆ドラッグで認識枠をひとつひとつ設定していく。

方法２　自動で一気に
　・スキャン結果をすべて選び、［自動レイアウト解析］をクリック。

※この方法で一気に認識枠をとることもできるが、原稿内のページ数や黒く
なってしまった部分まで認識してしまい、後の校正がやりにくいことがある。
文字化けも多い。

５．文字認識

　すべての認識枠を取ってから、画像リストのところで「全て選択」にし［文字認識
を実行します］をクリック→認識結果が画面に出る

６．認識結果をファイルに保存する

　［認識結果をファイルに保存します］をクリックし、デスクトップに名前を付けて
保存する。※保存はテキスト形式です。

4.　テキスト校正作業マニュアル

4-1.　校正にあたる際の心構え

　利用者は、私たちが校正したデータを主に音声ソフトにかけて使用します。校正に
あたる際は、音声ソフトにかけたらどのように読まれるのか、常に念頭において作業
をしましょう。
　また、利用者は、これらの文献をただ読むだけではなく、使用して論文を書くこと
もあります。したがって、論文に正しく引用することができるよう、また、書名、著
者名、ページ数など正しい情報が提供できるよう、原本に忠実な校正作業が要求され
ます。校正にあたる際の大原則は「原本に忠実に」です。

4-2.　テキスト校正の基礎

１．文字単位の校正

　OCR ソフトでスキャンしたデータには「誤認識（文字化け）」が含まれています。
とくに、漢字や英数字は文字化けしやすいので注意してください。また、画数の多い
漢字や部首が同じ文字は似た形の文字に変換されている場合があります。これらひと
つひとつを確認し、校正して正しい文章に直してください。

　　〈よくある誤認識〉
　　　－（マイナス）／―（ダッシュ）／―（長音）／一（漢数字の「いち」）
　　　者／老
　　　日／目
　　　図／圏／園／国　など
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２．段落の校正

　段落は基本的に原本に忠実に挿入してください。
　まず、段落の頭は１マス空けます。原本で１マス空けていないところ（文章がつな
がっている、段落分けをしていないなど）はそのまま文章を続けて下さい。
　文章が続いているのに改行コードがついている場合は、改行コードをはずしてくだ
さい。

３．ルビがある場合の校正

　原本の文章中にルビ（よみがな）がふってあるところは文字化けしやすくなってい
ますのでよく注意して下さい。
　ルビがふってある箇所は以下のように校正してください。

〈ルビがある箇所の校正〉
　幸せの範

カテゴリー

疇　→　幸せの範疇（カテゴリー）

　また、人名は音声ソフトでは正しい読みがされない場合があります。そのような場
合でもこの校正方法は有効です。

４．語句が強調されている場合の校正

　傍点や太字、斜体等で語句が強調されている場合は、強調されているということを
括弧書きで付け加えます。一文すべてに傍点がついていたり太字になっていたりする
場合は、間を省略して、一文の始めと終わりだけを示します。

〈語句に傍点がついている場合の校正〉
　
3

テキスト校正
3 3 3 3 3 3

　→　テキスト校正（校正者注：「テキスト校正」傍点）

〈語句が太字になっている場合の校正〉
　
3

テキスト校正　→　テキスト校正（校正者注：「テキスト校正」太字）

〈語句が強調のために斜体になっている場合の校正〉
　テキスト校正　→　テキスト校正（校正者注：「テキスト校正」斜体）

　※強調のためではなく、特別な意味がなく斜体になっている場合（固有名詞である
ため等）は、括弧書きを付ける必要はありません。斜体を標準文字に直して校正して
ください。
　テキスト校正　→　テキスト校正

〈一文すべてに傍点がついている場合の校正〉
立命館大学障害学生支援室テキスト校正班次回ミーティングは、9 月末に行います。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

　→立命館大学障害学生支援室テキスト校正班次回ミーティングは、9 月末に行いま
す。（校正者注：「立命館大学～行います。」傍点）

５．ページ番号の挿入

　校正データには必ず原本のページ数と同じページ番号を挿入します。まず、ページ
番号を書く行のひとつ上の行を一行空けて下さい。そして、ページ数を「p ○○」と
すべて半角英数字（半角）で記入し、文章が次のページにまたがる場合は、文章の途
中でも新しいページ番号をつけ、その後文章の続きを書き込んでください。

〈ページをまたぐページ番号の付け方　例文〉
つまりそれを、身体をもつ＝身体である人間の活動の所産として考えること
である（身体の

p57
社会的能動性）。つまり、身体を規定する社会的事象（言説、慣習、制度な
ど）も、何もないところから突如として現れるものではなく、身体をもつ＝
身体である人間が能動的に立ち上げるのである。

　この作業は、ユーザーがパソコン上の「検索」機能を使って探したいページ番号に
すぐにたどり着けるようにするために行います。
　ページ数がローマ数字（ⅰ、ⅱ、Ⅰ、Ⅱなど）で表記されている場合、ローマ数字
は音声ソフトで読むことができますので、そのままローマ数字で校正してください。
アラビア数字（１、２など）に書き換える必要はありません。
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６．英数字の校正

　文章中に英数字が出てきた場合は、すべて半角英数字を使用してください。半角・
全角が混合してしまうと、検索時にヒットしないことがあります。
　また、下記のような誤認識には十分注意してください。

〈英数字によくある誤認識〉
0（数字のゼロ）／ O（大文字の「オー」）／ o（小文字の「オー」）／○（記
号の「まる」）／ 1（数字の「いち」）／ I（大文字の「アイ」）／ l（小文字
の「エル」）など

パソコンでは表示できない、英語以外の言語で書かれているテキストの場合（例
えばドイツ語の人名や書名など）は、表示できる範囲での校正（アルファベットの置
き換えなど）で構いません。また、この場合は、校正終了後の提出時にそのような置
き換えを行ったのかを報告してください。

７．図・表の省略

　原本中に出てくる図や表は基本的に割愛します。ただし、表の一部には文章化でき
るものもありますので、その場合は文章化してください。また、種類によっては表の
情報をエクセルファイルに落とし込む方法もあります。あるいは、該当部分について
別途対面で（口頭で）説明をする方法もあります。これらについてはユーザーの依頼
内容に沿って対応することになります。

〈図・表の省略の仕方〉
　図・表の省略を行った後は必ず「どの図・表を省略したか」を記入してください。
　例：「○○○の統計」省略

８．注釈の校正

　基本的に原本に忠実に行ってください。注がついている言葉のすぐ後ろに（１）や
（※）を書くなどして、注釈の番号と揃えておいてください。
　注釈は本文に比べ、さまざまなパターンのものがあります。以下、よく校正者が迷
うパターン例を挙げておきます。

〈特殊記号が使用されている場合〉
†、‡等の特殊記号が使用されている場合、これは音声ソフトで読むことができ

ないので、（注１）等に置き換えてください。
　
〈特殊文字ではない記号が使用されている場合〉

特殊文字ではない記号、例えば☆や△、□等が使用されている場合、これは音声
ソフトで読むことができるので、そのままの記号で校正してください。
　
〈縦書きの文章の最後に横書きの注釈がついている場合〉

文章は縦書きであるが、注釈のみ横書きである場合、注釈が裏表紙の方から始ま
る形になります。この場合、注釈のページ送りが p255 → p254 → p253 といった様に
逆送します。この様なテキストについては、ページ送りは逆送しますが、文章の流れ
にしたがって校正するようにしてください。

〈注釈や参考文献が英文テキストの場合〉
注釈や参考文献で、ほとんどが英文のテキストの場合、日本語メインで OCR ソ

フトをかけたデータと、英文メインで OCR ソフトをかけたデータの２つを渡します。
それらのデータをコピー＆ペーストしながら校正作業を行うと、比較的負担が軽減し
ます。　

９. 目次について

　目次の箇所を OCR ソフトにかけると、原本レイアウトの関係で完璧には認識でき
ません。校正がしやすいようにページ数をスキャナ取りしない場合もあるのでその場
合は自身でページ数を打ち込んでください。

どのような目次でも項目の後にページ数が掲載されていますが、レイアウトが原
本によって様々なため、ページ数の前に「―」、「――――」、「…」、「………」、「　」
（スペースのみ）と空間の長さがまちまちな場合がありますが、それぞれ原本に合わ
せて「―」、「…」、「　」一文字分でページ数をいれるようにしてください。
　※目次のこの部分に限っては原本に忠実な長さにする必要はありません。
　※原本の中央に文字がレイアウトされていても校正時は中央揃えする必要はありま
せん。
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〈例：原本〉

2007 さぽーとフォーラム

―考えませんか ?　障害学生支援のこれから。―

目次

　　はじめに	…………………………………………………………………………	1

　　2007 さぽーとフォーラム	………………………………………………………	3

　　第 1 部　パネルディスカッション	……………………………………………	5

　　　　　　　　　はじめに : 各大学の取り組み紹介

　　　　　　　　　テーマディスカッション : 障害学生支援について考える

　　　　　　　　　　・独自の支援体制について

　　　　　　　　　　・支援の課題

　　　　　　　　　　・離れたキャンパスをつなぐには

　　　　　　　　　　・質疑応答

　　フォーラム座談会　～パネリスト ’sQ&A ～………………………………	37

　　コラムさぽーとフォーラムの情報保障………………………………………	47

　　第 2 部　交流会…………………………………………………………………	52

　　コラム　みんなが参加できる交流会を作るまで……………………………	58

　　おわりに…………………………………………………………………………	66

〈校正後〉

2007 さぽーとフォーラム

―考えませんか ? 障害学生支援のこれから。―

目次

はじめに…1

2007 さぽーとフォーラム…3

第 1 部　パネルディスカッション…5

　はじめに : 各大学の取り組み紹介

　テーマディスカッション : 障害学生支援について考える

　・独自の支援体制について

　・支援の課題

　・離れたキャンパスをつなぐには

　・質疑応答

フォーラム座談会　～パネリスト ’sQ&A ～…37

コラムさぽーとフォーラムの情報保障…47

第 2 部　交流会…52

コラム　みんなが参加できる交流会を作るまで…58

おわりに…66
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10．その他

〈原本自体の表現が間違っている〉
　→原本の文章には、極まれにスペルミスや誤字脱字など、日本語が通じていないも
のなどが含まれることがあります。この場合は自分で訂正せず、あくまで原本に忠実
にしてください。

〈書籍によって「、」「，」が異なる〉
　→原本が使用している記号を使ってください。

4-3．ワードの便利な機能

○編集記号を出す
　編集記号を出すと、スペースや改行をどこで使ったかがわかりやすくなります。

　※編集記号の表示 / 非表示の切り替え方法
　ツールバーの【編集記号の表示／非表示】ボタンをクリックします。表示／非表示
が切り替えられます。

	
○置換作業で一括変換
　「置換」機能を利用して同じ傾向のある文字化けを一括で訂正することができます。
［編集］→［置換］を選択し、検索する文字と置換後の文字を入力します（フォント
が異なるところを置換変換する場合はオプションを使うと一括で直すことができます）。

資料 -2	OCR前→OCR後（未校正）→校正後サンプル

〈OCR前〉

出典：後藤吉彦 ,	2007,『身体の社会学のブレークスルー』生活書院 ,	p.56-57

〈OCR後〉

ることによって、女性や障害者を生き難くしている社会に対して疑問を投げかけ、
現実に介
入するど同時に理論的な発展をすすめたように、身体の社会学も、身体についての
既存の事
実に挑戦するようなあたらしい概念や理論を創出することができるのではないか。
フェミニ
ズムや障害学が先例として示してくれるのは、社会運動的な関心と理論的な関心は
対立しな
いということである。
プレたクスル　
身体の被制約性と能動性の対立図式がくりかえされる身体の社会学の現状を打開す
るとと
プレ　クスル　
もに、現代社会における身体についての ” 事実 ” を見直し、身体のあたらしい地平
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を切り開く
こと、本書のタイトルが意味するのはこのことである。
三・二エッシャーの「描く手」にみる身体と社会の関係
では「身体の社会学のブレークスルー」にむけて、身体の社会学をどのような方法
論とし
てもちいることができるだろうか。以下に素描してみたい。
まず身体の社会学は「社会的な存在としての人間の身体」と「身体的な事象として
の社
会」という二つの観点を持ち合わせる必要がある。人間が社会的な存在、つまり社
会のなか
で生まれ、育ち、そして死をむかえる存在である以上、わたしたちが身体について
知りうる
こと、経験することはつねに、すでに ( 巴≦帥望ロ Q}9 胃Φ餌身 ) 社会から影響を
受けている ( 身体の
社会的被制約性 )。したがって、身体の経験、物質性、差異なども「前 - 社会的な」
事象とし
て論じることはできない。またそれとともに、社会を抽象や観念としてではなく、
身体的な
事象としてとらえること、つまりそれを、身体をもつ 11 身体である人間の活動の
所産として
考えることである ( 身体の社会的能動性 )。つまり、身体を規定する社会的事象 (
言説、慣習、
制度など ) も、何もないところから突如として現れるものではなく、身体をもつ
11 身体であ
る人間が能動的に立ち上げるのである。
社会が身体に影響を与え、その身体に社会は左右される。この身体と社会の関係は、
対立
MC エッシャー『描く手』(M.C. エッシャー
美術館所蔵、1948 年、リトグラフ )(AllMC
EscherWorks ｩ EscherHoldingB.V. 一 Baarn-the
Netherlands/HuisTenBosch-Japan)
する二項に分かれる弁証法 (bd Φ品Φ = ⑩ま 11b。08)
としてではなく、つねにお互いが連なってしま
う循環的な関係といえる。この循環的な関係を
イメージするうえで、ヒントを与えてくれるの
は、二つの手がお互いを描いている最中にある
というだまし絵、M・C・エッシャーの『描
く手』である ( 上図参照 )。「社会的な存在とし
ての人間の身体」と「身体的な事象としての社
会」の関係は、エッシャーの絵にみるお互いの
手を描いている二つの手の関係としてとらえる
---------------------[End	of	Page	1]---------------------
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ることによって、女性や障害者を生き難くしている社会に対して疑問を投げかけ、
現実に介入すると同時に理論的な発展をすすめたように、身体の社会学も、身体に
ついての既存の事実に挑戦するようなあたらしい概念や理論を創出することができ
るのではないか。フェミニズムや障害学が先例として示してくれるのは、社会運動
的な関心と理論的な関心は対立しないということである。身体の被制約性と能動性
の対立図式がくりかえされる身体の社会学の現状を打開する（ブレークスルー）と
ともに、現代社会における身体についての “ 事実 ” を見直し、身体のあたらしい地
平を切り開く（ブレークスルー）こと、本書のタイトルが意味するのはこのことで
ある。

三・二　エッシャーの「描く手」にみる身体と社会の関係

では「身体の社会学のブレークスルー」にむけて、身体の社会学をどのような
方法論としてもちいることができるだろうか。以下に素描してみたい。

まず身体の社会学は「社会的な存在としての人間の身体」と「身体的な事象と
しての社会」という二つの観点を持ち合わせる必要がある。人間が社会的な存在、
つまり社会のなかで生まれ、育ち、そして死をむかえる存在である以上、わたした
ちが身体について知りうること、経験することはつねに、すでに (always,	already)
社会から影響を受けている ( 身体の社会的被制約性 )。したがって、身体の経験、
物質性、差異なども「前 - 社会的な」事象として論じることはできない。またそれ
とともに、社会を抽象や観念としてではなく、身体的な事象としてとらえること、
つまりそれを、身体をもつ＝身体である人間の活動の所産として考えることである
( 身体の
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社会的能動性 )。つまり、身体を規定する社会的事象 ( 言説、慣習、制度など ) も、
何もないところから突如として現れるものではなく、身体をもつ＝身体である人間
が能動的に立ち上げるのである。

社会が身体に影響を与え、その身体に社会は左右される。この身体と社会の関
係は、対立する二項に分かれる弁証法 (Berger	1996=2003) としてではなく、つね
にお互いが連なってしまう循環的な関係といえる。この循環的な関係をイメージす
るうえで、ヒントを与えてくれるのは、二つの手がお互いを描いている最中にある
というだまし絵、M・C・エッシャーの『描く手』である ( 上図参照 )。「社会的な
存在としての人間の身体」と「身体的な事象としての社会」の関係は、エッシャー
の絵にみるお互いの手を描いている二つの手の関係としてとらえる

図省略　MC エッシャー『描く手』(M.C. エッシャー美術館所蔵、1948 年、リトグ
ラフ )(All	MC	Escher	Works	Ⓒ	Escher	Holding	B.V.―Baarn-the	Netherlands	/	Huis	
Ten	Bosch	-Japan)
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５．スタッフ養成

　定期的な養成講座の実施は安定的なサービス提供のために不可欠です。というのも、
学生は日々流動しますし、スキルある人材が数年間にわたって恒常的に作業を請け負
う状態は考えにくいからです。そこで、支援室では、テキスト校正サービスの利用者
とテキスト校正班の学生コーディネーターに講師となってもらい、パソコンを使った
実習型のテキスト校正者養成講座を年に 2 回程度実施しています。

重要と考えている点は、利用者に講師として協力をしてもらうことです。これに
より、受講生たちは、自分が作業したデータが誰にどのように使われるのか、また、
利用者の使いやすさのためには何に留意すべきなのかを、講座の場で体感することが
できます。テキスト校正の作業自体は、個人で行う単調な作業のため、養成講座の機
会に完成物の用途についての具体的なイメージをもつことは、とくに大切だといえる
でしょう。

★概要
頻度：年に 2 回程度
場所：情報処理実習室、ノートパソコン数台を借りてセッティングした教室など、受
講者のひとりひとりに PC がいきわたる教室
講師：利用者と学生コーディネーター
　　　実習時のアシスタントスタッフ

写真２　学生コーディネーターによる講義の様子 写真３　ユーザーによる音声ソフトやブレイルメ
モの説明の様子

内容：
第 1 部　「テキスト校正とはなにか」「依頼から受け渡しまでの流れ」「校正作業の基
本ルール」等の講義
第 2 部　パソコンを使った校正作業の体験、音声ソフトを聞く体験（利用者に校正済
みデータを使ってどのように読書をしているのかを音声ソフトを稼動させて実演して
もらう）

〈例　2008 年 11 月 20 日に行った講座の内容〉

１、あいさつ　障害学生支援室　二階堂祐子
２、「テキスト校正ってどんなもの？」
　　講師…立命館大学大学院　先端総合学術研究科所属　植村　要
３、テキスト校正班の紹介　
４、校正作業解説・実習
　　講師…立命館大学法学部現代法専攻 3 回生　伴　佐和子
５、音声データを聞いてみよう！！
　「テキスト校正はどのように活用されるの？」
質疑応答、アンケート記入

６．テキスト校正サービスの体制
　
　テキスト校正支援において立ち上げ当初から大切にしてきたのは、支援を使う / 支
援を担う学生に深く関与してもらいながら運営していくこと。そこで、障害学生支援
室の職員が直接学生スタッフに業務を振り分けるのではなく、テキスト校正の養成講
座を受講した学生と、利用者、職員から成る「テキスト校正班」を形成しました。こ
れにより、関与するメンバーの支援の使いやすさ／作業のしやすさを逐次拾うことが
可能となり、それらを実際の運用に反映させてきました。ここでは、テキスト校正班
の運営を中心に、現在の立命館大学の体制を紹介します。

6-1.　概要

　★利用者：大学院生 4 名、学部生 2 名
　★学生スタッフ：大学院生 2 名、学部生 33 名
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　★職員体制：全体マネジメント（専門契約職員）2 名
　　　　　　　OCR/ 校正作業等担当（派遣職員）1 名
　★学生コーディネータ（有償）：ミーティングや ML の運営、講座の講師、作業依
頼の打診、フォロー等を行う学生スタッフ 1 名
　
6-2.　テキスト校正班の運営

テキスト校正班は、ミーティングの実施と、ML の活用の 2 つの方法が核となっ
て運営されています。ミーティング、ML ともに、利用者が参加し、意見交換を行っ
ています。

1　ミーティング

1-1.　ミーティングの概要
　テキスト校正班スタッフが行うミーティングは、以下の 3 つが挙げられます。
　　①定期ミーティング（月 1 回、スタッフ・支援室職員 ･ 利用者が参加）
　　②臨時ミーティング（不定期、スタッフ有志 ･ 支援室職員が参加）
　　③運営ミーティング（定期・不定期、学生コーディネーター・職員）

①定期ミーティング
　定期ミーティングは、通常本学の大学開講中の平日の月 1 回、昼休みの 30 分間を
使って行われています。
　主な目的は、スタッフへの依頼分担・依頼の到着状況の説明、作業後の感想を元に
新たなマニュアル作成に向けた意見交換、利用者によるスタッフへの作業要望、スタ
ッフと利用者の交流、支援室職員からのスタッフへの指示などです。
　日程調整・ミーティングの司会・議事録作成は、すべてコーディネーターと支援室
職員の共同作業となっています。なお、定期ミーティングは以下のような手続きを経
て、開催されます。

毎学期初にミーティング開催希望日を ML で確認（学生コーディネーター）
　　　　　　↓
スタッフからの返信
　※学生コーディネーターが意見を集約

　　　　　　↓
定期ミーティングの開催日決定

※学生コーディネーターが参加可能な日を選択。職員も決定に関与。
　　　　　　↓
開催日 1 週間前に ML にミーティング開催日通知（学生コーディネーター）
　※学生コーディネーターが当日までにレジュメを作成。
　　重要な議題はあらかじめ ML に記載することもある。
　　　　　↓
定期ミーティングの開催
　※ユーザーも参加。スタッフがユーザーの意見を直接聞ける良い機会になっている。
　　　　　　↓
コーディネーターによる議事録作成と ML への配信
　※ミーティングに同席した支援室職員のチェックを経た後、ML に配信される。利

用者および ML に携帯しか登録していないスタッフにも配慮して、txt ファイルで
議事録をメール添付する。

②臨時ミーティング
大量の作業依頼が入った時、経験の無いジャンルの依頼が入った時などは、スタッ

フ有志・職員が集まって臨時ミーティングが行われます。現在では、作業ごとにワー
キング ･ グループを作って、特殊な業務にあわせた作業のルール作りを行っています。
定期ミーティングと同様、議事録に関しては ML を通して配信することで、欠席し
たスタッフへの周知徹底を図っています。

③運営ミーティング
　定期ミーティング前、スキャナや障害学生支援室のシステムの変更、利用者からの
依頼のスタッフへの割当、新規加入スタッフのフォロー、学生コーディネーターの業
務引継ぎなどの場合に開催されます。基本的に、学生コーディネーターと支援室職員
のみで行います。

1-2.　ミーティングの意義

支援室では、スタッフやユーザーが顔を合わせて議論できるミーティングを大切に
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しています。以下では、ミーティングを実施する意義について整理してみます。

①定期ミーティング
a, 現在の班運営の問題点がスタッフ・支援室職員・利用者間で共有される。
b, スタッフ間の作業方法の改善要求が提示され、課題が職員・学生コーディネー

ターに認識される。
c,	利用者の視点から、テキスト校正班スタッフの作業の改善が可能になる。
d, 利用者の参加によって、スタッフのモチベーションの向上、作業の意義の実感

につながる。
e,	作業の割当を効率よく行え、作業スケジュールの目処がつけられる。利用者へ

の予想引渡し期間を告げやすい。
f, スタッフ・支援室職員間の連帯感が高まる。

　
②臨時ミーティング
a, メンバーを固定することで、定期ミーティングよりもスタッフ間の連帯感が高

まる。また支援室職員・学生コーディネーターも作業参加者 1 人 1 人に目が行
き届き易くなり、フォローが手厚くなる。

b, スタッフ有志が参加するために、問題意識・方向性が明確になり、作業がはか
どる。

c, 議論を ML に流すことで、さらにスタッフの結集を図れる。
　
　③運営ミーティング

a, 学生コーディネーター・支援室職員間での情報の共有が可能になる。
b, 定期ミーティングでの議題が明確になる。定期ミーティングの円滑な運営が図

れる。
c, 代々の学生コーディネーターのノウハウの伝達の場となっている。
d, 定期ミーティングで出た議論・問題点を追及する機会となっている。
e, テキスト校正作業のルール作りの場となっている。

1-3. ミーティングの課題

　①ミーティング参加者の固定化。

→「スタッフ有志」と定期ミーティング参加メンバーの同一化が進んでいる。活
発な議論や、スタッフ全員の状況把握が困難になっている。

　②ユーザーの参加を増やすこと
　→原則としてユーザーもミーティングに参加してもらうことになっているが、

なかなか日程を合わせることが難しい。ミーティング以外にもユーザーとスタ
ッフの交流の機会を設けていく必要がある。

2　ML の活用

　ML では、作業依頼の受諾、作業に関する質問の受付などが行われます。先に述べ
た通り、テキスト校正班スタッフの作業は、ミーティングと ML が運営の核となっ
ています。ここでは、テキスト校正班スタッフの ML 活用について説明します。

①作業の依頼および受諾のツールとして
　スタッフへの作業依頼は、ミーティングの時に決定することもありますが、主とし
て ML によって作業者の決定がされます。作業依頼の ML の文面は前述の通りです。
基本的に先着順で作業者が決まります。
　ML を活用するメリットとしては、①作業者の都合の良い時間に、作業の受諾を決
められること、② ML に返信することで、未受諾の仕事の一覧がわかりやすいこと、
③誰が作業をしているか利用者にわかることが挙げられます。

②作業に関する質問の受付および返答のためのツールとして
　作業に関する疑問 ･ 質問は、通常 ML で受け付けます。これはスタッフが各種ミ
ーティング以外になかなか顔を合わせる機会がないというこの支援の特徴からくる
ものともいえます。また、この ML には、利用者も参加しているため、利用者の視
点から校正作業へのアドバイスをもらうこともできます。利用者の ML への参加は、
校正作業へのルール作りにかかせない要素となっています。
　ML を活用するメリットとしては、① ML での議論は、いつでも誰でも参加しやす
いこと、② ML で議論した内容が残り、マニュアル作りの際に参考になること、③
利用者もスタッフも、お互いどのような課題をもっているか、何に困っているのかを
リアルタイムで共有することができるため、改善策を迅速に提案できること、④頻出
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■執筆分担

4.	校正作業マニュアル……文学部 4 回生　山崎志保、法学部 3 回生　

伴佐和子（障害学生支援室学生コーディネーター）

6-2.	体制　テキスト校正班の運営……文学研究科 1 回生　朝田健太（障

害学生支援室学生コーディネーター）

その他……障害学生支援室

する疑問点は、新規スタッフへのスキルの伝達の際に参考になること等が挙げられま
す。

　この冊子のタイトルは「視覚障害学生支援技法」ということになった。中身
は実にその名の通りといえるだろう。しかし同時に、このタイトル自体が、私
たちの研究と実践に対する課題をも提示している。最後にそれらを提示し、結
びに代えたい。
　第一に、大学で支援を必要としている視覚障害者は学生に限定されない。現
に、視覚障害をもつ教職員が大学に籍を置き、研究に従事し、あるいは学生支
援の業務に携わっている。視覚障害をもつ教員・研究者の場合、本冊子で示し
たような大学院生の支援と同様の支援を、より多く必要としている。障害学生
支援という枠組みで論じることによって、見落とし、目を背けてはならない。
　第二に、本冊子は視覚障害に限定しているが、他に、聴覚障害、肢体障害等
をもつ学生の支援も実践されており、研究の蓄積もある。実践と研究の双方で、
連携し協力していかなければならないだろう。近年、ようやく発達障害をもつ
学生への支援が注目されてきたものの、たとえば精神障害をもつ学生に対して
どのような支援が必要なのか、研究と実践の双方で扱えていない。このように、
障害学生支援の名の下に行われているさまざまな研究も実践も、その定義が曖
昧であり、したがって支援対象となる学生がはっきりしていない。これにより、
支援対象から排除され不自由を強いられている学生は、少なくないだろう。
　第三に、障害学生支援の実践で少なからず主張されているリハビリテーショ
ン言説や福祉言説の問題を指摘しておきたい。大学は教育機関であるから、さ
まざまな知識や技術を伝授し、一人前の大人として社会に送り出す責任がある
ことは疑う余地もない。しかし、障害をもつ学生たちは、教育を受けるための

おわりに
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支援を必要としているのであって、障害を克服することや自立することを求め
たり含んだりすることには異論がある。障害学生はその障害ゆえに他の学生と
比して特段に自立を求められるとしたら、それは不当ではないか。そして、そ
もそもここでいう「自立」とは何か。努力すればできる人たち（を中心とする

社会）が一方的につくり出した価値観、自立した人間像を、そうできない人
たちにそのままあてはめ、「自立」という名の目標として押しつけること自体、
不当であるといえよう。そもそも、自分の努力ではどうすることもできないか
らこそ、それが「障害」なのだ。そして、そうした人たちが社会の中で強いら
れている不自由さ・不便さは、努力すれば自立できる人たちが暮らしやすい社
会をつくる副産物として、生み出されてきたのではなかったか。障害学生支援
の現場で、支援対象となる学生に対して、その障害を克服し、自立すること、
ひとりでできるようになることを求めることは、社会的につくられた不自由さ
を学生個人のものとして本人に押しつけ、彼らに不便を強いている大学・社会
の仕組みから目を背け続けることと同義である。障害者運動や障害学が提示し
てきた自立観、すなわち支援を受けながらの自立、自己決定する自立という観
点で考えてみてほしい。
　第四に、障害学生支援には特有の難しさがあり、そのノウハウが大学に蓄積
されにくい。まず、何より、障害学生の数は非常に少ない。また、障害者とし
ての生活は一生続くが、その人が学生である時期は少しの期間（大学生なら通

常は 4 年間）である。自分に必要な支援が分かり要求できるようになったころ
には卒業してしまうことも珍しくない。同時に、毎年一定数の障害学生が入学
するわけではなく、視覚障害学生が卒業したあとに別の視覚障害学生が入学す
るわけでもないから、支援に継続性がない。視覚障害学生の在学中に蓄積され
た支援ノウハウが、その学生の卒業と同時に「お蔵入り」になってしまうこと
も多い。その意味でも、大学どうしが連携し、情報交換を行うことに意義があ
り、そうした取り組みが聴覚障害・視覚障害の分野では全国規模で開始された
ことは意義深いだろう。

　立命館大学大学院先端総合学術研究科には現在、本冊子の執筆者らを含む 6
名の視覚障害者が大学院生として在籍し、支援を受けている。他の学部・研究

科にも視覚障害者は複数在籍し、同じく支援を受けている。そのため、立命館
大学障害学生支援室には視覚障害学生支援、とくにテキスト校正のノウハウが
蓄積されてきた。5 年後、10 年後、今支援を受けている学生・院生たちも、支
援に携わってくれている学生たちも、コーディネーターをしてくださっている
職員の方々も、おそらくここにはいないだろう。立命館大学に視覚障害学生が
いるかどうかも分からない。今あるノウハウが高額な支援機器ともども「お蔵
入り」になっているかも知れない。他方、どこか別の大学に視覚障害学生がた
くさん入学し、どのように支援したらよいか分からず、ただ闇雲に悪戦苦闘し
ているかも知れない。……
　立命館大学での取り組みを冊子にまとめ、世に送り出すことで、これから支
援をはじめようとする大学の一助となれば幸いと思っている。しかし、それだ
けではない。
　今でも、入学後の支援方法が分からないから視覚障害者の受け入れを躊躇し
ている大学もある。大学に進学したいが、自分に視覚障害があるからと不安に
思っている人もいる。またそのような相談を受けたが、どう助言したらよいか
戸惑っている家族や支援学校（盲学校）の先生たちがいる。在学中の事故や病
気で視覚障害者になったが、大学に復帰できるだろうかと不安を抱える人がい
る。眼科医や視能訓練士として接するが大学のことは分からないと困ってしま
う人たちがいる。
　こうした、関係するすべての人々に参考にしていただければと願っている。
いや、それよりも、「へぇー、先輩たちはこんなにたいへんだったんだ！	今じ
ゃ、どこでもテキストデータはすぐに手に入るし、いろいろな支援機器は揃っ
ているし、見えている人たちと変わらない環境で勉強できるのにねぇ～」など
という会話を、未来の視覚障害者たちがしていることを願っているというのが、
むしろ本音である。そのためにも、視覚障害者を支援する技術の研究や開発を
されている人たち、研究者だけでなく作家も含め出版流通に関係する人たちに
も、是非知っていただきたいところである。

　本冊子は、グローバル COE「生存学」創成拠点の成果報告であり、また、
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科学研究費補助金・新学術領域研究（研究課題提案型）「異なる身体のもとで
の交信――本当の実用のための仕組と思想」（研究代表者：立岩真也）の成果報
告であり（→第６章）、これらの研究助成金によって発行される。また、株式
会社生活書院の髙橋淳さんには、刊行にかかる多大な作業にご尽力を賜った。
記して御礼申し上げる。

　20010 年 3 月
青木慎太朗

本冊子のテキストデータを提供いたします

視覚障害、肢体不自由などの理由で書字へのアクセスが困難な方に本書のテキストデ
ータを提供いたします。希望される方は、以下の方法にしたがってお申し込みくださ
い。
◎データの提供形式＝	CD-R、フロッピーディスク、メールによるファイル添付（メ
ールアドレスをお知らせください）。
◎データの提供形式・お名前・ご住所を明記した用紙、返信用封筒、および200	円
切手（メールによるファイル添付をご希望の場合不要）を同封のうえ生存学事務局ま
でお送りください。
本書内容の複製は点訳・音訳データなど視覚障害の方のための利用に限り認めます。
内容の改変や流用、転載、その他営利を目的とした利用はお断りします。
なお、京都リップルの協力により、本冊子の録音図書（DAISY形式）を制作してお
ります。必要とされる方に提供しますので、DAISY版希望の旨を明記し、テキスト
データと同様の方法でご請求ください。

◎あて先
〒603-8577
京都市北区等持院北町56-1
立命館大学　生存学研究センター事務局
E-mail:	ars-vive@st.ritsumei.ac.jp
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