視覚障害者サービスに必要な機器紹介
大阪府立中央図書館
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図書館が備えることが望ましいと思われる機器
１． パソコン
OS:Windows XP が望ましい、VISTA や 7 は使いにくい。
入力：ローマ字入力、点字（６点）入力
出力：音声、点字、拡大
２． 点字ディスプレイと点図ディスプレイ
パソコンの画面情報を点字または点図で表示
３． 点字プリンター
種類：片面、両面（手動）、両面（同時）
打ち出す内容：点字のみ、点字と墨字、点図
４． 音声読書機
スキャナーの上に墨字原稿（本など）を置き、簡単な操作で、その内容を音声で読み上げ
製品名：「よむべえ」、「よみともライト」
５． 視覚障害者用活字文書読上げ装置
SP コードとして紙に音声情報を付加（パソコンで作成）、専用の機械で読み上げ
製品名：「スピーチオプラス」、「Tellme」
６． DAISY 図書再生機
録音図書の国際標準である DAISY を再生する機器で、再生専用機、録音と再生が可能な機
器、携帯用機器がある。
主な製品：
「プレクストーク PTR2」、
「プレクストーク PTN2」、
「プレクストークポケット PTP1」、
携帯型 DAISY プレイヤーVR ストリーム」
７． その他、拡大読書器、立体コピー機など
図書館で視覚障害者が用いるソフトウェア
１． スクリーン・リーダー（画面読み上げソフト）
パソコンの画面情報を音声で読み上げ。スタートメニューやプログラム、アプリケーショ
ンメニューやダイアログボックス、漢字変換など
主な製品：「PC-Talker」、
「JAWS」、「FocusTalk」
2． 音声ブラウザ
インターネットの情報を音声で読み上げ
主な製品：
「ホームページ・リーダー」、
「ネットリーダー」、
「ボイス・サーフィン」、
「Altair」
3． 画面拡大ソフト
パソコンの画面情報を拡大表示
主な製品：「ZoomText」、
「MAGIC」
４． 活字 OCR ソフト
パソコンとスキャナーを接続し、パソコン側から簡単な操作をすることでスキャナーの上
に置いた墨字原稿（図書など）を音声で読み上げ
主な製品：「らくらくリーダー」、「マイリード」
、「よみとも」、「ヨメール」
５． 点訳ソフト
パソコン上に６点またはローマ字で点字を入力し、点字印刷する（点訳ボランティアや視

覚障害者向き）
主な製品：「点字編集システム」、「ブレイルスター」、「T・エディタ」、
「WINB」
６． 自動点訳ソフト
漢字かな混じりの文書を自動的に点字変換（変換は完全ではないので、点字の分かる人が
点字のルールに従って間違えの訂正、分かち書きの訂正が必要）
主な製品：「EXTRA」、「ibukiTenC」、「お点ちゃん」
７． DAISY 再生ソフト
音声のみの DAISY や音声・テキスト・画像の入ったマルチメディア DAISY の再生ソフト
主な製品：「AMIS」、「LpPlayer」
８． その他の視覚障害者用のソフト
９． フリーソフト、シェアウェア、市販ソフトの利用
公共図書館でのパソコンや機器を用いた障害者サービス
１． 大阪府立中央図書館での視覚障害者、盲ろう者対象のインターネット講習会やパソ
コン利用支援サービス
２． ２４時間テレビ「障害者サービス用機器の贈呈事業」
ホームページのアクセシビリティ（ウェブ・アクセシビリティ）
１． ウェブ・アクセシビリティとは
２． 障害者が利用しやすいホームページとは
３． ウェブ・アクセシビリティのＪＩＳ企画
４． 図書館サイトのアクセシビリティ
５． Ｗｅｂ ＯＰＡＣのアクセシビリティ

障害者の情報機器利用、ウェブ・アクセシビリティに関する参考文献
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1. A.A.O. - Web アクセシビリティ実用サイト
http://www.aao.ne.jp/
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http://www.infoaxia.com/
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6. みんなの公共サイト運用モデル 誰でも使える地方公共団体ホームページの実現に向
けて（総務省）
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/w_access/
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