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は じ め に 
 

 

 「サピエ図書館」に登録された点字データは、視覚障害者個人、及び全国の視覚障 

害者情報提供施設・団体、公共図書館、教育・研究機関等が利用する共有の財産で

す。 

 この製作基準は、「サピエ図書館」に登録する点字データの製作についてその基準

を示すものです。 

 この製作基準によって、標準化された質の高い点字データが「サピエ図書館」に蓄

えられ、全国の視覚障害者のニーズに応えられるよう、お互いに努力しましょう。 

点字表記については『点訳のてびき 第４版』に準拠することを原則とします。必要

に応じて、『点訳のてびき 第４版』が基にしている『日本点字表記法 2018年版』を

はじめ、点字表記に関する専門書籍等（英語、理科、数学、情報処理、楽譜、医学用

語、試験問題等）を参考にしながら点訳してください。 

本書で扱う内容のうち、「２ 標題紙」から「５ 奥付」までは「サピエ図書館」

に登録する場合の注意を中心に「点訳のてびき」に補足したものです。それぞれのレ

イアウトは「点訳のてびき」の例も参照してください。 

 校正については『点訳資料校正基準』に準拠するものとします。 

 また「サピエ図書館」の目録については「書誌入力規則」を、点字編集システム（BES）

の機能については「ユーザーズ・ガイド」を活用するなど、関連資料を適切にお使い

ください。 
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点字入力について            

 

 

  １ 点字入力にあたっての注意 

 

 点字入力にあたっては、「点字編集システム」の機能を正しく使いこなすことが前

提となります。「ユーザーズ・ガイド」を参考に、それぞれの機能を適切に使用して

ください。なお、「点字編集システム」のメニューバーの「ファイル」を選択すると

「文書情報編集」がありますが、この欄への記入は不要です。 

 また、「サピエ図書館」に登録するデータは、それがダウンロードされたときに、

作成したデータと同じ状態で読まれることが必要です。そのために必要な注意点をこ

こにまとめました。 

 

１．ここで扱う点字データの標準規格は、次のとおりとします。  

  (1) BES 

  (2) 標準サイズは、1ページ 18行・32マス、両面書き 

    ただし、グラフィックデータのページは片面書きとします。  

※用途・目的に応じて、その他のサイズを登録することを妨げるものではありません。 

 

 サピエ登録時に「書誌データ登録」の際、点字・墨字情報欄の 

 ・両面／片面 

 ・用紙サイズ          

 ・1行文字数 

 ・1ページ行数 

 を正確に記入してください。 

 （両面・Ｂ５と入力すれば、１行文字数と１ページ行数は自動的に入力されます） 

 

※BESEで BESに変換したデータをアップする場合、及びグラフィックデータを含 

 む場合については、p26を参照してください。 

※英語点字は資料種別の欄に「英語略字あり」「英語略字なし」を選択し、UEBを

使用している場合はその旨を製作注記に記載してください。 

※楽譜点訳の場合は製作注記に音程法か音符法かを記載してください。 
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※手書きの図が添付されている場合や、原本の一部を抜粋して点訳した場合な 

ど、データ固有の情報がある場合は、製作注記に書いてください。 

※登録する漢点字データは、bmt形式を標準とします。 

  

２．点字データは、１巻ごとに次の順序でまとめます。 

   標題紙 → 目次 → まえがき・序文など → 本文 → 奥付 

   それぞれ用紙を改めます。「目次」と「まえがき・序文など」にはそれぞれ固

有のページを付け、本文のページと区別します。標題紙と奥付には、ページを付

けません。 

   なお、原本にまえがき・序文などがない場合もあります。また、まえがき・序

文などの内容によっては、本文に含めて通しページにする場合もあります。 

 

３．「改行マーク」と「改ページマーク」を適切に付けるように注意します。 

   改行マークと改ページマークを正しく入力しないと、編集・校正後にレイアウ

トが乱れることがあります。 

 

【例】《改行マーク、改ページマークの入れ方》 

ア．見出しが２行になる場合 

 空空空空空空・たい数１せつ空空もー・しんよー空も・しと空しての↵ 

 空空空空空空空空てん・し↵ 

 

イ．目次が偶数ページで終わって、本文に入るとき  

 数５四空・しんめいの空かきかた空一一一一一一一一一一一空数１０５↵ 

 空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーーーーーーＰ  

  

 ※奇数ページで終わる場合は、次のページの最初のマスにも改ページマークを 

入れます。 

 

 ウ．見出しが最下行に来たり、見出しが複数行になってその途中でページが変わる

ときなどに、行をあけて次ページに見出しを移動させる場合は、改ページマーク

ではなく、改行マークを入れます。 
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４．ページ行の入力に注意しましょう。 

   「ページ番号付加」機能の活用などによって、ページ付けが正しくできるよう

に心がけてください。また、標題紙や奥付にはページ数が入らないように気をつ

けます。 

 

５．１ファイルは偶数ページで終わるように仕上げます。 

   点字プリンターの機種によっては、総ページ数が奇数のデータを連続して両面

印刷することができないものもありますので、１ファイルは偶数ページで終わる

ように仕上げます。 

   そのデータが奇数ページで終わった場合は、奇数ページの最後に改ページマー

クを入れ、裏ページの最初に改行マークを一つ入力して偶数ページで終わるよう

に調整してください。 

 

６．レイアウトの最終点検を必ずします。 

   最終校正終了後、再度レイアウトをチェックしましょう。特に、本文と目次の

ページにずれがないように注意します。 

 

７．点字編集システム以外の点訳ソフトで入力した文書は、必ず BES データ

として、点字編集システムで最終確認をしてから、「サピエ図書館」にデ

ータをアップします。 

 

【例】《他の点訳ソフトで入力したデータを BESに変換する場合の注意点》 

 ア．スペースの点検 

 (ｱ) 句点の後ろのスペースが１個だけの場合があります。 

    ～空シヨー空スル四空キーボードカラ空～ 

     → ～空シヨー空スル四空空キーボードカラ空～  

 (ｲ) 改行マークの前にスペースが入っている場合があります。 

    ～空シナケレバ空ナラナイ四空↵ 

     → ～空シナケレバ空ナラナイ四↵ 

 (ｳ) 禁止帯(行末の ）に入るべきスペースが入っていない場合があります。 

   ～空シナケレバ空ナラナイ四  

    → ～空シナケレバ空ナラナイ四空空（次行行頭に行移しの場合） 
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 イ．改行マーク、改ページマークの点検 

 (ｱ) 改行マークを入れるべき箇所が、すべてスペースになっている場合があります。 

    コトガ空デキル四空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空 

    空空イッパンニ空～ 

  → コトガ空デキル四↵ 

    空空イッパンニ空～（「ことができる。」で行替えの場合） 

 (ｲ) 改ページマークを入れるべき箇所に、改行マークを何個か入れて処理されてい

る場合があります。その場合は、点字を書き入れた最後の行の最後の文字、ま

たは記号の直後に改ページマークを入れ、入っていた改行マークを消去します。 

   空空空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーー↵ 

    ↵ 

    ↵ 

    ↵ 

 

 → 空空空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーーＰ  

 

 ウ．その他 

   変換の不具合で、ページ行に本文の行が入ってしまい、ページが本文に書き込

まれたりする場合もあります。変換によって思わぬ不具合が生じていることがあ

りますから、BES に変換した上で、必ずデータを全てチェックすることが必要に

なります。 

 

８．ファイル名を付ける際は次の点に注意します。 

 ア．ファイル名の中にスペースを入れません。 

 イ．同一原本の中で同じファイル名を用いないように注意しましょう。特に原本

が「上、下」あるいは「１巻、２巻」のように分かれている場合は注意が必

要です。 

  （例）点字（上）１   tenji1-1 

     点字（上）２   tenji1-2 
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  ２ 標 題 紙 

 

 標題紙は『点訳のてびき 第４版』(p198～p200）に準じて書くこととします｡ 

１．書名･副書名等が判別しにくいときは、奥付や TRCを参考にして書きます。 

 ２．書名等を枠で囲む場合は①②③の点及び④⑤⑥の点と枠内の文字や記号との 

間を二マス以上あけます。 

３．書名等を囲む枠は、ピンディスプレイや音声での利用を考慮して、なるべく文

字として認識されないものを使用するとよいでしょう。 

４．標題紙の裏には保護点は必要ありません。 

５．すべてが英文の原本についても、標題紙は『点訳のてびき 第４版』で示す例に

準じて作成します。 

 

【例１】 《副書名が２行になる場合》 
 

↵ 

空空空空空空空空空空ヒロセ空コー濁しロー空拗と↵ 

空空空空ヱーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。↵ 

空空空空に空空空空サワル空カ濁とニワ空フク空キタル空空空拡↵ 

空空空空に空空ーー空濁さトーイチ拗るー空？ひール濁と空空拡↵ 

空空空空に空空空空ワーカー濁か空イク!空ーー空空空空空空拡↵ 

空空空空りーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーろ↵ 

空空空空空空空空空空空空空濁たイ数1カン↵ 

空空空空空空空空空空空＝濁せン空数3カン＝↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

空空空空空空濁せンシジそー拗こー空テン濁し空ト拗そカンＰ 
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【例２】 《原本の表紙からは正確な書誌情報が分からない場合》 

 

 
   

《ＴＲＣの情報》 
 

 

 タイトル： ひざ・腰・肩の痛み 新版 

 副書名 ： 痛みの原因と治療法 痛みを予防する知恵 

 シリーズ名： よくわかる最新医学 

 著者名 ： 三井 弘著 

 出版者 ： 主婦の友社 

 出版年月：2007年11月 

 種別： 図書 

 原本価格： 1,300円 

 ISBN： 4-07-256478-3 

 分類（NDC)： 494.77 

 対象： 一般 

 一般件名： 関節－疾患 骨－疾患 

 内容： 日本人のほとんどが悩んでいる関節痛。その中でも、腰・膝・肩の 

 痛みは三大関節痛といえる。関節痛のメカニズム、症状と治療法、予防と 

 日常での注意点、最新の理学療法などについてわかりやすく解説する。 
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↵ 

↵ 

空空空空空空七よく空わかる空さいしん空い・かく七↵ 

空空六ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四↵ 

空空に空空しん大はん空空ひ・さ・空こし・空かたの空いたみ空空拡↵ 

空空に空空ーー空いたみの空・けんいんと空ち拗ろーほー空空空空拡↵ 

空空に空空空空いたみを空よ・ほー空する空ちえ空ーー空空空空空拡↵ 

空空りーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーろ↵ 

空空空空空空空空空空空空空・たい数１かん↵ 

空空空空空空空空空空空七・せん空数４かん七↵ 

↵ 

空空空空空空空空空空空みつい空ひろし空拗と↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

空空空空空空・せんしぎそー拗こー空てん・し空と拗そかんＰ 

 

 

 ※ TRCの書誌情報を参考に標題紙を作成した例。 

  TRC 情報がない場合は、国立国会図書館や東京都立図書館の蔵書検索も参考にな

ります。他に手がかりがない場合は、奥付から判断します。 

   国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/ 

   東京都立図書館蔵書検索 https://www.library.metro.tokyo.jp/  

 

 

 

 



9 

 

【例３】 《すべて英文の本の場合》（UEBを使用したもの） 

  書 名   HARRY POTTER and the Chamber of Secrets 

  著 者   J. K. ROWLING 

  製作館   全視情協点字図書館 

  点訳巻数  第１巻（全５巻） 
 

↵ 

↵ 

空空空空六ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四↵ 

空空空空空空空大大りよちむ空大大ねたととせ空へ空ほ↵ 

空空空空空空空空空大かあぬいせ空み空大のらうちらとの↵ 

空空空空りーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーろ↵ 

空空空空空空空空空空空空・たい数１かん↵ 

空空空空空空空空空空七・せん空数５かん七↵ 

↵ 

空空空空空空空空、大ろ四空、大な四空大大ちこにゆ↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

↵ 

空空空空空空・せんしぎそー拗こー空てん・し空と拗そかんＰ 
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  ３ 目 次 

 

目次は『点訳のてびき 第４版』（p200～p202）に準じて書くこととします。 
 

１．見出しとページ数との間の空白は、②の点や⑤の点などでつなぎます。空白が一

マスになる場合は、見出しの中のマスあけと紛らわしくなるので、ページ数は次

の行に書きます。 
 

２．点訳ソフトの自動目次作成機能を使用して目次を作成する場合は、目次作成後、

レイアウトが崩れたり、修正によってページが変わったりすることがありますの

で、必ずチェックしましょう。 
 

３．見出しの書き方は、本文中の見出しの書き方と同じ扱いとします。見出しが２行

以上になり、そのページに入りきらない場合は、見出し全部を次のページへ移し

ます。（『点訳のてびき 第４版』p201備考 参照） 
 

４．第２巻以降の内容を示す必要がある場合は、第１巻の目次のあとに入れます。 

 

【例１】 

ア．《見出しとページ数との間が一マスだけの場合》 

（×） 

 数７四空ある五は・へっとを空ふくむ空ふく・こー空めいし空数１２３↵ 
 

（○） 

 数７四空ある五は・へっとを空ふくむ空ふく・こー空めいし↵ 

 空空空空空空空空空空空空空空一一一一一一一一一一一一一空数１２３↵ 

イ．《見出しとページ数の間が二マスの場合》 

（○） 

 数３四空てんやくを空まな・ふに空あたっての空か・たい空空数１０３↵ 
 

（○） 

 数３四空てんやくを空まな・ふに空あたっての空か・たい↵ 

 空空空空空空空空空空空空空空一一一一一一一一一一一一一空数１０３↵ 
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【例２】《第２巻以降の内容を示す必要がある場合》 
 

 
    暮しの手帖 第48号  目  次 
 
  てんぷら入門 

  毎日の野菜サラダ 

  ブルターニュ地方の焼き菓子 

  おそうざい十二カ月 

  気ぬけごはん 

  はじめての刺しゅう 

  ワンピースのおんな 

  チャーミングスクール 

  掃除と収納１００のコツ 

  雨もまたよし、順教さん 

  暮らしの風景 

  【世のなか食のなか】 おいしい水道水 

  暮らしのヒント集 

  【買物案内】 野菜がきれいに切れる調理器 

  住宅ローンの新しい知識 

  心得の教科書 

  クートラスのある部屋 

  東欧の陶芸作家ワルター・ボッセ 

  徒歩旅行 東京都・八王子 

  【健康交差点】 急に聞こえ具合がおかしくなったら 

  【いつもいいことさがし】 初めてのイギリス訪問 

  すてきなあなたに 

  考えの整とん 

  こんにちはさようなら 

  パリで大さじ小さじ 

  母子の手帖 

  うれしい手紙 

  わたしの仕事 

  編集者の手帖 

  エプロンメモ 

  家庭学校 

  読者の手帖 

  ものことノート 

  随筆  翻訳の選択肢 

      京都で会った人 

  【今日よりも明日】 これからは正義を考えた選択をしていこう 

  私の読んだ本 
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空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空もく数１ 

空空空空空空空空もく濁し↵ 

空空てん大ふら空拗ぬーもん空一一一一一一一一一一一一一空数１↵ 

空空まいにちの空やさい空さら・た空一一一一一一一一一一空数３２↵ 

空空・ふるたー拗ぬ空ちほーの空やき・かし空一一一一一一空数４２↵ 

空空おそー・さい空数１２か・けつ空一一一一一一一一一一空数６２↵ 

空空きぬけ空・こはん空一一一一一一一一一一一一一一一一空数８１↵ 

空空空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーーＰ 

 

空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空もく数２ 

空空空空空空空空・たい数２かん空いこーの空もく濁し↵ 

空空空空・たい数２かん↵ 

空空は・しめての空し拗すー↵ 

空空わん大ひーすの空おんな↵ 

空空拗たーみん・く空スクール↵ 

空空そー・しと空拗すーのー空数１００の空コツ↵ 

空空あめも空また空よし外空ぎすん拗こー空さん↵ 

空空くらしの空ふーけい↵ 

空空七よのなか空拗そくの空なか七空おいしい空すい・とーすい↵ 

↵ 

空空空空・たい数３かん↵ 

空空くらしの空ひんと拗すー↵ 

空空七かいもの空あんない七空やさい・か空きれいに空きれる空 

拗とーりき↵ 

空空ぎすーたく空ろーんの空あたらしい空ちしき↵ 

空空こころえの空拗こーか拗そ↵ 

空空くーとらすの空ある空へや↵ 

 

空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空もく数３ 

空空とーおーの空とー・けい空さっか空わるたー空・ほっせ↵ 

空空とほ空拗ろこー空空とー拗こーと空はちおー・し↵ 

空空七けんこー空こーさてん七空拗くーに空きこえ空・くあい・か空 
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おかしく空なったら↵ 

↵ 

空空空空・たい数４かん↵ 

空空七いつも空いい空こと空さ・かし七空は・しめての空い・きりす空 

ほーもん↵ 

空空すてきな空あなたに↵ 

空空かん・かえの空せいとん↵ 

空空こんにちわ空さよーなら↵ 

空空大はり・て空おおさ・し空こさ・し↵ 

空空・ほしの空て拗とー↵ 

↵ 

空空空空・たい数５かん↵ 

空空うれしい空て・かみ↵ 

空空わたしの空し・こと↵ 

 

空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空もく数４ 

空空へん拗すー拗さの空て拗とー↵ 

空空え大フロン空メモ↵ 

空空かてい空・かっこー↵ 

空空・とく拗さの空て拗とー↵ 

空空もの空こと空のーと↵ 

空空・すいひつ空空ほんやくの空せんたくし空空拗こーと・て空あった空 

ひと↵ 

空空七拗こーよりも空あした七空これからわ空せい・きを空 

かん・かえた空せんたくを空して空いこー↵ 

空空わたしの空よん・た空ほん↵ 

空空空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーーＰ 

 

 

※ 第２巻以降の目次は、見出し項目だけを内容紹介のように入れる方法のほか、ペ

ージ数も含め、目次の書き方で入れる方法もあります。また、見出し項目が多い

場合は、第１巻の目次の後、区切り線を入れるなどして、ページ替えをせずに続

けて書くこともできます。 
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  ４ まえがき・序文・点訳書凡例など 

 

１．まえがき・序文などは『点訳のてびき 第４版』（p203）に準じて書くこととし

ます。 

 

２．『点訳のてびき 第４版』（p207～p208）に掲げているような、点訳書独自の工夫

や留意事項がある場合には、点訳書凡例を設けます。また、点訳書凡例ではなく、

本文の中に点訳挿入符を用いて書くこともできます。 

 

３．点訳書凡例は目次の直後に用紙を改めて記載し、下がり数字でページづけします

が、下がり数字が続く間、点訳書凡例・献辞・まえがき・序文・凡例等の間は、

それぞれページ替えを行います。 

 

【例】  

※ 点訳書凡例は、原文と点訳書の比較が必要になりますので、ここでは、『点訳の

てびき 第４版』の例を引用しました。 

  なお、一般には「点字版凡例」ではなく、「点訳書凡例」と書きます。また、

「墨字版」は「原文、原本」、「点字版」は「本書、点訳書、この点訳書」などと

書くことができます。 

 
 

空空空空空空空空テンジバン空ハンレイ↵ 

空空数１。空モクジデワ空カッコナイニ空ゲンポン空 

ページヲ空キサイ空シテ空イマス四↵ 

空空数２。空ヨーレイワ空ゑーーーー句空リーーーーロ空ノ空 

ワクナイニ、空コラムワ空＝ーーーー＝空レーーーーレ空ノ空 

ワクナイニ空カキ、空ソレゾレ空ワクセンジョーニ空「レイ」空 

「コラム」ト空シルシテ空イマス四空空コラムニワ空スミジバンノ空 

ページヲ空フキ空シテ空イマス四↵ 

空空数３。空ヨーレイニ空ゲンブント空テンヤクレイヲ空シメス空 

バアイワ、空ゲンブンノ空アトニ空ヤジルシデ空 

テンヤクレイヲ空シメスカ、空マタワ空テンヤクレイノ空アトニ空 

ゲンブンノ空ヒョーキヲ空テンヤク空ソーニューフデ空 
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カコンデ空セツメイ空シテ空イマス四↵ 

空空数４。空ワカチガキヲ空シメス空ヨーレイデワ空ゴノ空 

トチューデ空ギョーガ空ウツラナイヨーニ空シテ空イマス四空空 

マタ、空ブンガ空１ギョーニ空ハイリキラナイ空トキ、空 

スミジバントワ空ギョーウツシノ空イチガ空コトナル空 

バアイガ空アリマス四↵ 

空空数５。空サンショー空ページヲ空シメス空バアイ、空 

スミジバン空ページ、空テンジバン空ページノ空 

ジュンニ空キサイ空シ、空テンジバン空ページワ空カンスーヲ空 

サガリ空スージデ空ヒョージ空シマス四↵ 

空空数６。空５マスメ空カキダシデ空数１空数２空っっっ空ノ空 

スージデ空ハジマル空ミダシワ、空ゲンブンデワ空 

４カクガコミノ空スージト空ミダシノ空コトバヲ空 

テンセンデ空ツナイダ空デザインデス四↵ 

空空数７。空３マスメ空カキダシデ空数１。空数２。空っっっ空 

ノ空スージデ空ハジマル空ミダシワ、空ゲンブンデワ空 

＝数１＝空=数２＝空っっっ、空オナジク空＝数１＝空=数２＝空 

っっっ空ノ空スージデ空ハジマル空ミダシワ、空 

ゲンブンデワ空マルガコミ空スージニ空ナッテ空イマス四↵ 

空空数８。空ゲンブンノ空カナヅカイヲ空シメス空ヒツヨーガ空 

アル空バアイニ空コモジフ＝数４数５ノ空テン＝ヲ空モチイタ空 

カショガ空アリマス四↵ 

空空数９。空ダイ５ショーノ空ヨーレイワ、空スミジバント空 

テイサイヲ空アワセタ空タメニ、空ツギノヨーナ空テンデ空 

テンジショト空シテ空テイサイガ空トトノッテ空イマセン四↵ 

空空＝数１＝空ミダシノ空トチューデ空ページガ空 

カワッタリ、空ミダシガ空サイカギョーニ空キタリ空スル四↵ 

空空＝数２＝空ヒョーノ空トチューデ空ページガ空カワッテモ空 

１ギョーメニ空コーモクノ空サイキガ空ナイ四↵ 

空空数１０。空ダイ５ショーノ空ヨーレイガ空ブンノ空 

トチューカラ空ハジマル空バアイ、空ショーリャク空サレタ空 
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ブブンヲ空テンセンデ空アラワシマスガ、空スミジバンニ空 

シメス空テンヤクレイト空ギョーノ空ウツル空カショヲ空アワセル空 

タメニ、空テンセンヲ空ヒトマスメカラ空カイテ空イマス四Ｐ 
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  ５ 奥 付 

 

奥付は『点訳のてびき 第４版』（p203～p206）に準じて書くこととします。 

 

１．原本奥付と点訳書に関する奥付の区切りには、行頭・行末を二マスあけた②の点

の線か、行頭・行末を８マスあけた実線の区切り線を用いることを原則とします。

また、点訳書に関する奥付には以下の３点を記載します。 

   ・製作館名（住所・電話番号など） 

   ・製作年月（日） 

   ・点訳者・校正者に関する情報（それぞれの氏名を記入しても、点訳・校正を 

行った施設・団体名を記載してもよい。） 

２．点訳書を製作した施設・団体とデータアップする施設・団体が異なるときは、そ

の両方を明記します。その際、製作した施設・団体の住所、電話番号は省略して

も構いませんが、データをアップした施設・団体の住所、電話番号は必ず記載し

ます。 

３．原本に奥付がないときも、表紙・裏表紙などから必要な情報を探し、書名、著者

名、発行などを記載した原本奥付を作成します。 

４．奥付の最後には、（「サピエ図書館」登録文書）と表記します。 

 

【例１】 《奥付にホームページや ISBNも記入した場合》 
 

さわっておどろく！ 

 点字・点図がひらく世界   岩波ジュニア新書 713 
 

  2012年５月 22日 第１刷発行 

 

著   者  広瀬
ひろせ

浩
こう

二郎
じろう

  嶺
みね

重 慎
しげ しん

 

発 行 者  山口昭男 

製作・発行  株式会社 岩波書店 

       〒101-8002 東京都千代田区一ツ橋 2-5-5 

       案内 03-5210-4000 

       http://www.iwanami.co.jp/ 

   ISBN 978-4-00-500713-4 

   定価（本体 880円＋税） 
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空空空空空空空空オク濁つケ↵ 

空空拗そメイ半継空さわって空お・とろく!空空ーー空てん・し・空 

テン・す・か空ひらく空せかい空空＝いわなみ空じすにあ空しん‘そ空空 

数７１３＝↵ 

空空拗と拗さ半継空ひろせ空こー・しろー空空みねし・け空しん↵ 

空空ハッコー半継空数２０１２ねん空数５・かつ空数２２にち空 

・たい数１・すり↵ 

空空ハッコー￥そ半継空か・ふしき・かい‘さ空いわなみ空‘そてん↵ 

空空ユー空数１０１＿数８００２空空とー‘こーと空ちよ・たく空 

ひとつ・はし空数２＿数５＿数５↵ 

空空濁てんわ空空あんない空数０３継数５２１０継数４０００↵ 

空空半（http・っ//www.iwanami。co.jp/半）↵ 

空空外ぱぱおのいつぱ～空数９７８＿数４＿数００＿数５００７１３＿ 

数４↵ 

空空テイカ半継空ほんたい空数８８０＿えん空大ふらす空・せい↵ 

空空っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ↵ 

空空セイサクカン半継空濁せンシジそー拗こー空テン濁し空ト拗そカン↵ 

（ここから裏ページ） 

空空ゆー空数５３０～数０００１空空おおさかし空きたく空うめ・た空 

数１～数１～数１↵ 

空空濁てンワ空空数０６継数１２３４継数５６７８↵ 

空空セイサク空カン拗ろー半継空数２０１９ねン空数１２濁かツ↵ 

空空テンヤク拗さ半継空ス濁すキ空イチロー↵ 

空空コーセイ拗さ半継空サトー空ハナコ空空ヤマ濁た空サ濁ふロー↵ 

空空＝継サ半ひエ空ト拗そカン継空トーロク空濁ふン拗そ＝↵ 

空空空空空空空空ーーーーーーーーーーーーーーーー↵ 
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【例２】 《製作グループとデータアップする施設・団体が異なる場合》 

 

   製 作    大阪点訳研究会 

   データアップ 全視情協点字図書館 

      住所  〒530-0001 大阪市北区梅田１-１-１ 

      電話  06-1234-5678 

 

（点訳書に関する奥付だけ記します） 

 

空空せいさく空空おおさか空てんやく空けん拗くーかい↵ 

空空・てーた空あっ大ふ空空・せんしぎそー拗こー空てん・し空 

と拗そかん↵ 

空空ゆー空数５３０～数０００１空空おおさかし空きたく空うめ・た空 

数１～数１～数１↵ 

空空・てんわ空空数０６～数１２３４～数５６７８↵ 

空空せいさく空かん拗ろー空空数２００３ネン空数２・かつ空ふつか↵ 

空空てんやく拗さ空空サトー空はなこ↵ 

空空こーせい拗さ空空す・すき空か・すお空空たかはし空まさこ↵ 

空空七～さ大ひえ空と拗そかん～空とーろく空・ふん拗そ七↵ 
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  ６ 巻数のまとめ方 

 

１．巻数は原本を単位としてまとめます。したがって原本が分冊されている場合には、 

通し巻数とはしません。（原本で上・中・下３冊の図書が、点訳書で上・中・下各

５巻になった場合、全 15巻とするのではなく、上 全５巻、中 全５巻、下 全５巻

とします） 

 

２．点字データは１ファイル１巻となるようにまとめます。１巻を複数の人で点訳し 

た場合でも、１ファイルにまとめます。標題紙や目次だけを集めて１ファイルにま 

とめるようなことはしません。 

 

３．１巻は、標題紙・目次・奥付などすべてを含めて、50～80枚程度にまとめます。 

ただし、50枚に満たない本でも、原本１冊につき１ファイルとします。 

 

４．原本が点訳書で何巻にもなる場合、章または節で分冊する方がいいでしょう。章 

または節の途中で分冊するときは、適当な段落を選び、次の巻の始めにその文の属 

している見出しを再び書き、点訳挿入符で続きであることを明記します。 
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  ７ ページの付け方 

 

１．ページ数は必ず巻ごとにまとめ、全巻通しページとはしません。 

 

２．まえがき・序文・献辞などは、下がり数字などを用いて、本文のページと区別し 

ます。これらが１枚に納まる場合でも、ページ付けを省略することができません。 

まえがきなどが本文の内容と連続性が強い場合は、本文と通しぺージとします。 

 

３．目次が１枚の場合はページ付けを省略してよいのですが、２枚以上になる場合は 

「モク数１、モク数２」などのように「モク」を前置して書いたり、下がり数字を 

用いるなど、本文のページ付けと区別します。 

ただし、まえがき・序文・献辞などに下がり数字を用いた場合には、目次は「モ 

ク数１ モク数２」のように下がり数字以外のページ付けとします。 

 

４．あとがき・解説などが巻末にくるときは、本文と通しページとします。奥付には 

ページ付けは不要です。 

 

５．ページは、ページ行の 28マス目から書くことを原則とします。 

 

６．本文が奇数ページで終わった場合でも、偶数ページのページ付けをします。 

 

 

【例１】 《ページ付け》 

ア． 

 空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空もく数１ 

イ． 

 空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空数一 
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※EdelPaper(.edl)、EdelBook(.ebk)を登録する場合 

(1)EdelPaperデータを挿入する BESデータでは、挿入するページを飛ばし、EdelPaper 

データに該当ページを入れて作成します。 

(2)BESファイルと EdelBookファイルを一緒に登録する場合は、BES ファイルだけを 

読むユーザーに配慮し、BESファイルのページ付けを最終的に確認します。 

  なお、BESファイルは、点図の部分があいている状態でも、点図の部分を削除し 

たレイアウトや点図の代わりに言葉で説明を補ったレイアウトなどでも、どの方 

法でもよいこととします。 

 

【例２】《EdelPaperデータを挿入する場合》 

 １巻 136ページの BESデータの p25,p91～p95に、EdelPaperデータを挿入する場合 

  BESデータのページ付け 

    p1～p24,p27～p90,p97～pl36 

  エーデルデータのページ付け（偶数ページは空白になります）  

    p25,p91,p93,p95  

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

 

「サピエ図書館」登録にあたっての 

注意及び参考事項 
 

 

１ 重複製作の回避 

 

 製作に着手する前に「サピエ図書館」の“書誌・所蔵・データ登録”で、他施設・

団体の製作状況を確認し、重複製作を避けるようにしましょう。 

また、かならず着手時点で着手登録し、着手登録なしに直接完成登録をしないよう

にお願いします（定期的にアップしている逐次刊行物は除きます）。 

 

〈重複製作の定義〉 

 ○次の点で異なるデータは重複とはみなさない。 

 (1) 原本に関して 

  ① 版次が異なる 

  ② ハードカバーと文庫本 

  ③ 出版社が異なる 

  ④ 翻訳物の場合、訳者が異なる 

 (2) データに関して 

  ①「点字」がすでにあっても、「点字データ」がない場合 

  ② 片面と両面 

  ③ 楽譜の場合の音符法と音程法、英語点字１級と２級 

  ④ グラフィックのある・なし、サーモフォームとグラフィックデータ 

 

 ○次のような場合は重複とする。 

 (1) 同一行数での１行のマス数の違い（18行・32マスと 18行・30マスなど） 

 (2)「所蔵なし」と「所蔵有り」 

 (3) 校正レベルだけが異なる場合 

（2009 年 8月 26日 点訳委員会「ないーぶネット」研修会資料より） 
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【参考】「出版登録」との重複回避のための調整について 

 出版との重複製作はお互いに避ける申し合わせになっています。下記の申し合わせ

事項を参考にしてください。 

 

１．既にどちらかで完成登録された原本について 

  両者ともに、完成登録された原本については後で点訳着手する側が避ける。なお、

両者ともに、すでに完成登録されている原本については現状のままとし、原則とし

て重複していても調整はしない。 

 

２．予定登録（着手情報）された原本について 

  予定登録（着手情報）された原本については、互いに十分に参考にする。ただし、

点訳完成予定時期・点訳形態などによっては、重複もあり得るができるだけ避ける

ように調整する。 

（以上、１．２．は、1995年 7月 7日 点字出版部会との協議より抜粋） 

 

３．点字図書の重複について 

  1995 年の重複回避に関する申し合わせ（「出版登録」と「てんやく広場」               の調整に

ついて）を確認した上で、全視情協が 2009年度に行った重複の調査について説明し

た。 

全視情協内の重複の定義のうち、｢重複とみなさない」とする、原本に関する以下

の４項目の処理について協議した。 

   ○次の点で異なるデータは重複とはみなさない。 

    (1) 原本に関して 

     ① 版次が異なる 

     ② ハードカバーと文庫本 

     ③ 出版社が異なる 

     ④ 翻訳物の場合、訳者が異なる 

 サピエ図書館に着手登録する際に、上記４項目のいずれかが合致する本が、すでに

点字出版から着手または出版されている場合は、製作したい施設・団体が、当該点字

出版施設に確認し、了解を得た上で着手するようにする。何か問題が生じた場合は、

お互いの事務局レベルで処理する。 

（３．は、2010年４月 15日 点字出版部会との協議記録より抜粋） 
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２ 完成期日 

 

 着手登録したものの完成期日はかならず守ってください。完成予定日は、ベストセ

ラー等、話題性の高い図書は６ヶ月以内、それ以外は１年以内を目途とします。(1996

年 7月「てんやく広場」重複製作回避及び完成期日についての申し合わせ基準から一

部変更して抜粋) 

 

 

３ 点字文書の体裁 

 

 サピエ図書館に登録する点字文書は、次の順序で完成させます。  

(1)標題紙  

(2)目次  

(3)本文  

(4)奥付 

 （1992年 7月 1日 点訳文書入力の標準化に関する申し合わせより） 

 

 

４ 校正表示 

 

 「サピエ図書館」にデータを登録する場合は、『点訳資料校正基準』で                               定められてい

る校正方法に従って、少なくとも１次校正を行って登録するようにします。校正表示

は正しく記入しましょう。 

〈校正表示基準〉 

  ０校：点訳者本人がチェックしただけの資料 

     点訳者以外の人が原本なしでチェックしただけの資料 

  １校：点訳者以外の人が原本と照合した資料 

  ２校：１校終了後、別の人が再度原本照合した資料 

          （1991年 10月 「てんやく広場」取り決めより） 

※ ｢サピエ図書館」では、寄贈図書等で、校正回数が不明の場合は、｢０校｣ ではな

く「不明」とします。 
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５ グラフィックデータの登録 

 

 「サピエ図書館」には、次のグラフィックデータを登録することができます。 

この場合、書誌登録のグラフィックコードは、１．は Winグラフィック、２．か 

ら４．はエーデルグラフィックをそれぞれ選択します。 

１．Winグラフィック 

２．エーデルデータを BESEで変換し、BESデータ(.bes)として登録 

３．BESデータ(.bes)と EdelPaperデータ(.edl)の両方を登録 

４．BESデータ(.bes)と EdelPaperデータ(.edl)を結合した EdelBook データ

（.ebk）を登録 

 

※ EdelBookデータだけのデータアップはできません。 

 

＜補足説明＞ 

１．BESEで BESに変換したデータをアップする場合 

(1)製作注記に、以下のように書いてください。 

   製作注記   BESE変換エーデル：８．０９  

 

(2)点の数を多く使ったエーデルファイル（一つのページの点の個数が 2000個を超え

るもの）を BESEで変換した場合、点字編集システム以外のソフトで読み込みエラ

ーを起こす可能性があります（2020年 12月現在）。当面の間、エーデルデータを

BESEで変換する場合は、点字編集システムバージョン 7.6以上、または BESEバー

ジョン 2.00以上を使用し、一つのページの点の個数が 2000個を超えるかどうか

確認してください。 

  

(3)一つのページの点の個数が 2000個を超えるデータを含む図書もデータアップでき

ますが、以下の２点を必ず守ってください。 

（ア）製作注記に「図で多くの点を使用したため、一部のソフトで読み込みエラーを

起こす可能性あり」と明記すること。 

（イ）サピエ会員（利用者及び、施設・団体）から求めがあった場合は、BESデー 

  タ(.bes)と EdelPaper データ(.edl)を速やかに提供すること。 
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２．EdelPaperファイル(.edl)を登録する場合 

 (1)文字データは BESデータに限ります。 

 (2)点図の枚数分の EdelPaperファイルを登録します。 

   ※ページ付けは 22ページを参照 

 (3)登録する際は、BESファイルを全巻登録した後に、EdelPaperファイルを登録し 

ます。 

 

【例】BES ファイルを２ファイルと、EdelPaper ファイル点字 1 巻目用を４ファイル、

２巻目用を３ファイル登録した場合は、製作注記に 

   製作注記 グラフィックファイル：8.09 3～6（1巻用）、7～9（2巻用） 

  のように記載してください。 

   このとき、全２巻、ファイル数は 9/9となります。 

（1～2は BESデータ、3～9が EdelPaperデータ） 

 

３．EdelBookファイル（.ebk）を登録する場合 

  (1)文字データは、BESデータに限ります。 

  (2)EdelBookファイルと対応する BESファイルを必ず一緒に登録してください。 

  （BESファイル数＝EdelBookファイル数 となります） 

  (3)BESファイルだけを開いても、標題紙・目次・本文・奥付           の体裁が整っていて、

巻ごとに本文のページがきちんと付いているように確認してください。 

(4)登録する際は、BESファイルを全巻登録した後に、EdelBookファイル（.ebk)を

登録します。 

  

 ※「総ページ数」は BESファイルのみの合計を記載してください。 

 

【例】BES ファイルを３ファイルと EdelBook ファイルを３ファイル登録する場合  

は、製作注記に 

   製作注記 グラフィックファイル：エーデルブック：8.09 3ファイル 

  のように記載してください。 

  このとき、全３巻、ファイル数は 6/6となります。（１～３は BESファイル、   

４～６が EdelBookファイル） 
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６ 手書きの図等が添付されるデータの登録 

 

 手書きの図（サーモフォームや立体コピーなど）が添付されるデータを登録する場

合は、そのデータをダウンロードした施設・団体、個人ユーザーからの要請に応じて、

いつでも提供できるようにしておきます。 

 

 

７ 登録文書に誤りを見つけた場合 

 

 「サピエ図書館」登録文書に誤りを見つけた場合には、以下のように対処してくだ

さい。 

 

(1)全視情協加盟施設・団体が「サピエ図書館」登録文書に誤りを見つけた場合は、メ

ール・FAX・郵送・電話等で、登録した施設・団体へ連絡し、確認を依頼する。 

 

(2)「サピエ図書館」にデータを登録している全ての施設・団体は、登録文書の誤りの

指摘を受けた際は、その指摘部分を確認する。誤りがあった場合はデータを修正

し、誤りがなかった場合は、その旨を指摘した施設・団体へ連絡する。 

 

(3)データを修正した場合は、修正データを｢サピエ図書館｣へ再登録し、「修正データ

再登録のお知らせ」を掲示板に掲載する。 

 

(4)全視情協に加盟していない施設・団体、及び個人会員から、登録文書に関する誤り

の指摘を受けた場合も、原則として上記(2)～(3)に従う。 

 

（2002年 10月 11日 「ないーぶネット」登録文書に誤りを

見つけた場合の連絡および修正に関する申し合わせより） 

 

 

８ その他の申し合わせ事項 

 

(1)シリーズ物の点訳と着手登録の時期について  

 ① シリーズ物に着手する場合は、先行して点訳している施設・団体があれば、着手

登録前に点訳の意向を確認します。  
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② 着手の時期について取り決めはしませんが、TRCマークによらないで着手をアッ

プした場合は、TRCのデータがアップされた時点で、置き換えをするか、TRCを参

照して修正をします。 

                     （2012年８月３日「サピエ研修会」） 

 

(2)手書きや製版の点字図書をデータ化し、登録する場合  

① 重複製作となる場合は、他の図書と同じように、登録はできません。  

② レイアウトについて 

  ａ．18行・32マスの両面印刷にします。 

  ｂ．目次、奥付、改行マーク、改ページマークなどは本書に準じます。 

  ｃ．点字編集システム（BES）で最終確認します。  

  ※ 図があるなどのやむを得ない理由がある場合は、22行・32 マスの片面印刷の

レイアウトでも可とします。  

③ 点字表記（仮名遣い、分かち書きなど）を、当時の規則のまま復刻した場合は、

「点訳書凡例」を入れ、その旨を断ります。 

④ 書誌について 

  ａ．書名・副書名・著者名などの「点字」は現在の表記法で書きます。 

  ｂ．「校正回数」は、データ化後の校正回数とします。 

  ｃ．製作注記に「復刻版」であることを明記します。 

    その際、どのようなデータ化であるかが分かるようにします。 

   《例１》 大正○年製作の図書を、点字表記を変えず復刻した。 

   《例２》 ○○年×月発行第○刷と照合し、点字表記を変えずにデータ化した。 

                    （2013年８月２日 「サピエ研修会」） 
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