「読書バリアフリー」法が近く成立へ

者でも利用できるようにすること
などが望まれます。また、読書のバリアフリ

ー化に足かせとなるような著作権法の改
正も必要です。

読書バリアフリー法（仮称）の制定は障害

者の自立と社会参加の礎となるだけでなく、

今後我が国が迎える高齢化社会においても

を図れます。タイプは大型のものから、小型

を参考に修正できます。ただ、特殊な表現などでは

通常文字がパソコン上に表示されますので、それ

しかし、固有名詞などの校正作業などが必要で、

フレット、各種の行政案内、会議資料の点字化のほ

チ」は広く使われています。自治体の広報誌、パン

供できることから、日本テレソフトの「ＤＯＧマル

今回の「読書バリアフリー」の充実には最適の機

されています。

の公共サービスでは請求書、領収書なども点字印刷

か、銀行では点字通帳、また電話、電力、ガスなど

点字の知識が少なくても安心して点字情報が提

図書館、行政機関の窓口などにぜ

大きな意味を持つものです。

い―という方に最適です。

拡大読書器

自治体、図書館への充実を求める

好きな時に自由に読書を楽しみた

当社では各種の点字印刷が容易な「点字印

す。

刷システム」や書籍の日本語読み上げ機能を

持った各種のＯＣＲ読書器をそろえており、

な音声で読み上げ機能も付いていま

NEW

アミーゴHD

画
• 面上での拡大や色の調整ができるよう
になること

これらのシステムや機器によって障害のあ

語の解析を組み込んでおり、クリア

現在、国会では超党派の国会議員の発議
で「読書バリアフリー」法の整備が進んでい
ます。

る方の読書などをサポートできるようにな

り、読みやすくなります。また、日本

新聞読む時

公
• 共図書館や学校図書館でも障害者サー
ビスが充実されること

っています。

て色の組み合わせを変えることでよ

発行所
株式会社 日本テレソフト
〒 102-0083 東京都
千代田区麹町 1-8-1
tel.03-3264-0800

国
• 立国会図書館の電子図書館も視覚障害

ほか、黒字に黄色文字など目の症状によっ

器とシステムです。

軽量移動式まで各種あります。

視覚に障害のある人に点字印刷本を含め
読書をより楽しめるように印刷環境や補助
具の充実を求めるものです。法案の骨子は
図表にありますが、早ければ２０１９年通
常国会で可決、成立します。
盲人会では下記のように要望しています。

点字印刷
システム

タイプ」です。書籍の文字を大きく拡大する

自治体、金融機関、
公共系病院で活躍中

読めるようにしたのが、
「拡大読書器・OCR

TELESOFT
NEWS

発
• 売される電子書籍が合成音声による読
み上げに対応すること

点字には各種ルールがあります。
以前は、習得したベテランの点字
翻訳者の方が、点字板などを使っ

て、１文字を丁寧に押して、点字を作るという作業

をされていましたが、現在はパソコンの点字専用

ソフト（日本テレソフト製ＨＣ ）などを使うこと

で、テキストデータを入力すれば点字データに変

視覚障害の方でも、読みたい本を自由に

専門知識のある方のサポートも必要な時もありま

換されます、作業は数分で完了します。

ひ備えることで情報バリアフリー化

↑モンゴルに導入された点字プリンタ―。
モンゴル語での点字印刷が可能、静かな
印刷に評価が高い。

す。

人気の点字と墨字
同時印刷の
点字プリンター

印刷された点字には、通常の墨字文字が同時に

印刷されます。これは日本テレソフトの点字プリ

ンタ―だけができる機能です。点字を知らない人

でも墨字によって、印刷物の内容などを確認でき
ますので便利に活用できます。

2

本が読める―
OCR 読書器

代読
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新型マルチ ADF 誕生

拡大読書器

人気の点字プリンタ―「マルチ」に単票
メニューの点字化や病院の薬の説明書など

に点字を印刷ができるなど、レストランの

ますので、連続しての印刷が簡易にできま

帳）
」の実施を指導しています。これ

知らせる「点字明細サービス（点字通

全金融機関に預金内容などを点字で

金融庁は地銀、信用金庫なども含む

から自動印刷するソリューション型

トなどを利用して、点字プリンタ―

を自動的に引き出し、点字変換ソフ

点字印刷を申し出た利用者のデータ

１つはホストコンピュータから

音声ガイド機能搭載
音声

障 害 者 差 別 解 消 法 の 施 行 に 伴 い、 点字印刷しています。

らを受けて都銀を含め点字システム

で、ほとんどが自動作業となり、人手

を介しません。もう一つは、利用者の

の導入が進んでいます。銀行系では
取引内容（振込、引き落とし、ＡＴＭ

データを個別に出して、点字ソフト

トレスなく印刷ができます。

また印刷されたものには、点字の

voice
e

点字通帳の導入、
金融機関で進む

用紙が使用できるＡＤＦ（自動紙送り機能）

の使用）などの詳細を１月単位でま

また発展途上国では、点字専用用紙の入

にデータを入力して点字印刷する方

手が困難であったり、
価格が高いケースもあ

郵便局では東西事務センターの専

とめ、利用申請のあった人に１月に

通用紙に対応し、専用の穴あきの点字用紙

りますが、Ａ ４サイズの単票用紙はどこで

任のスタッフが、同内容を月 ２回利

法です。人手はかかりますが、パソコ

でなくても使えます。点字と墨字の同時印

も入手できるためにこうした問題を解決し、

用者へ送付しています。封筒の表書

ほか通常の墨字文字

１回程度の割で発行しています。

刷、そして静かな印刷はそのままです。ラッ

普及を後押しすると期待します。マルチ以

きにも点字シールを貼

す。

ンソフトで専門知識がなくても、ス

クには 枚までの用紙を入れることができ

のほか、点字プリンタ―「ＢＡＳＩＣ」（点

が同時印刷されます

を分かり易く表示できます。

アミーゴHD

タイプが新登場しました。Ａ ４サイズの普

単票用紙が使え、
多様な用途に対応

NEW

り、点字明細書である

TEL.(03)-3264-0800
FAX.(03)-3264-0880

日本テレソフト

株式会社

新聞読む時

字印刷のみ）にもＡＤＦが装着できます。

80

また、あらかじめ、印刷済の単票用紙の上

NEW

能

機

作

操

応

対

応

対

発行所
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から氏名、金額なども

書などの点字印刷が行われています。

UD

チェックができます。

ソフト製作も自社で

も裁判所の記録の点字化や法律の解説

net
work

く伝えており、好評で

よれば、まだ十分な導

行い、金融機関の個別

成などに活躍しています。法律関係で

より速く、
より使いやすく
すく

従来の点字プリンターのように、連続用紙ではなく
単票タイプの用紙を使用できるようになりました。
用紙は、厚さ 110 〜 130 ㎏の
上質紙であれば問題なく印刷できます。

ニーズに合わせて納

ができるために教科書、補助教材の作

ド
ネットワーク ユニバーサル 音声ガイド

ドッグ・マルチ ADF

点字の知識がなくて

学校関係では、教師が墨字文字、生徒

す。地方銀行や信用組

領収書などの発行もあります。

も安心して点字製作

では電気、ガス、水道、電話などの請求、

合、信用金庫などでも

は各種税金の通知やお知らせ、公共系

ができます。当社では

お知らせ、議会報告書など、税務関係で

導入が進んできていま

化、行政機関では各種広報資料、行政の

ソリューション型の

病院では処方箋、薬の説明書の点字

すが、金融庁の調査に

て利用が広がっています。

入となっていません。

点字と墨字の同時印刷機能を活かし

入しています。

が点字という形で情報を共有すること

導入した金融機関

司法関係でも

では主に２つの方法で

多彩、多様な広がりの
点字印刷 学校、病院、

USB

点字墨字を同時に単票印刷

TELESOFT
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ことをより分かり易

新型 マルチ ADF。単票用紙専用で、取り扱いが簡易。
発展途上国での活用が期待される。
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