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プログラム



趣旨

昨年3月の東日本大震災の犠牲者の多くが、移動や情報と知識への

アクセスが困難な障害者と高齢者だったという衝撃的な事実が、その

後の被災地での調査で少しずつ明らかになっている。更に、大災害か

ら生き延びたすべての人々の生活と地域の再建に必要な膨大な知識と

情報へのアクセスに重大な問題があるととも分かってきた。

そとで、乙の大震災の経験に学び、高齢者と障害者もいっしょに進

める地域ぐるみの防災と復興の支援に欠かせない知識と情報へのアク

セスのユニバーサルデザインの最新動向と実践例について報告を受

け、その普及促進をはかるためのセミナーを開催する。

セミナーでは、本年 4月に東京で開催された情報通信技術 (ICT)国

連専門家会議の災害特別セッションのモデレーターを務めた DAISYコ

ンソーシアム前会長の河村宏氏が基調講演を行う。すべての人に災害

と科学の知識のアクセスを保障するととをめざして DAISY4とEPUB3

の開発を進めている DAISYコンソーシアムと IDPF両方の技術開発責

任者を兼務するマーカス・ギリング技術主任(仁TO)、大洪水や津波の

被害を受けたタイでのインクルーシブな防災の取り組みの先頭に立っ

ている全盲のモンテイ工ン・ブンタン上院議員、また被災地の復興を

支援しながら防災のユニバーサルデザインの観点で研究を進めてい

る「人と防災未来センタ一」宇田川真之主任研究員の 3人を講師とし、

国内外における DAISYを活用した防災のユニバーサルデザインの普及

推進と被災者支援について具体的に何がで、きるかを考える。
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プログラム

唱3:30-13:401開会挨拶

湯漂 茂男(公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会事務局長)

唱3:40-14:001基調講演

M 防災のユニバーサルデザインと DAISYの役割 H

河村宏(DAISYコンソーシアム理事・前会長)

唱4:00-唱4:3011'DAISYとEPUBによる知識アクセス

ー災害知識のユニバーサルデザイン-"

マーカス・ギリング (DAISYコンソーシアム・ IDPF技術主任)

唱4:30-15:001''タイにおける防災の取り組みと DAISY=EPUBの活用 H

モンティエン・ブンタン(タイ上院議員、タイ視覚障害者協会会長)

唱5:00-唱5:301"東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支援の課題H

宇田川真之 (人と防災来来センター主任研究員)

唱5:30-15:401 休憩

唱5:40-16:301質疑応答

唱6:30-16:351閉会挨拶
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プロフィール

河村宏(かわむらひろし)

DAISYコンソーシアム理事 ・前会長

国立障害者リハビリテーションセンター研究所客員研究員。 NPO法人支援技術開発機構副理事

長。1970年から 1997年まで東京大学総合図書館に勤務。日本障害者リハビリテーション協会情

報センタ一長および国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害福祉研究部長を経て現在

にいたる。

すべての人が共有する知識と情報のデザインおよび情報アクセス権と著作権の調和を目指す。

また、国内外の障害者 ・高齢者の災害に対する事前の備えに力を注いでいる。

IFLA / LBS常任委員、 WAI/W3C委員、JICA障害分野支援委員。

マーカス・ギリング

DAISYコンソ-シアム・ IDPF技術主任

1998年にスウェーデン国立録音点字図書館 (TPB)に就職する以前は、 5年間精神医学研究に

携わる。2000年以降、 DAISYコンソーシアムの活動に取り組み、現在では最高技術責任者 (CTO)

を務めている。2001年、現在世界各地で事実上 DAISY録音図書配布のための標準規格となってい

るDAISY2.02仕様の編集を行い、また、DAISYおよびウ工ブアクセシビリティ関連の研修・支援

活動に多くの時閣を費やしてきた。2006年、TPBのシステムエンジニアリング部長に就任。

2007年 12月には、 TPB在職時代に指揮した DAISY関連のオープンソースソフトウェア開発プ

ロジ、エク卜の功績を認められ、TPBはアンドリュ-・メロン財団のメロン賞(技術協力部門)を受賞。

2001年より、 ANSI/NISOZ39.86 (DAISY/NISO)維持委員会で投票権のある委員を務めており、

2007年9月には同委員会の技術主任に任命された。

オープン・スタンダード及び DAISYDTBook、DAISYPipelineを含む標準規格をサポー卜するソ

フトウェア ・ツールの開発リーダーシップ及び革新に成果を発揮してきた。近年では、 EPUB3の

ワーキンググループ議長を務めた。
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プロフィール

モンティエン・ブンタン

タイ上院議員・タイ視覚障害者協会会長

生まれつき全盲。アメリ力合衆国ミネソタ州ミネアポリスのミネソタ大学で、音楽理論と作曲

の修士号を取得。 1993年から 2002年までは、タイのマヒドール大学ラチェスダカレッジの劃校

長を務める。

ブンタン氏は、タイ視覚障害者協会の会長で、世界盲人連合の執行委員でもある。 2008年 2月、

タイの上院議員に当選。

2007年と 2009年にタイのプーケットにおいて災害に関する国際会議を河村氏と共に開催。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/ws090511/program.html 

宇田川真之 (うだがわさねゆき)

人と防災未来センター 主任研究員

1995 (平成7)年 3月東京大学理学部地球惑星物理学科卒業

1997 (平成9)年 3月東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻修士課程修了

2000 (平成12)年3月東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻博士課程修了、博士(理学)

2000 (平成 12)年4月'"'-'1 2月東京大学総合研究博物館協力研究員

2001 (平成 13)年 1月'"'-'3月東京大学地震研究所ζOE研究員

2001 (平成 13)年4月'"'-'1 2月文部科学省統計数理研究所ζOE研究員

2002 (平成 14)年 1月'"'-'2008 (平成 20)年 3月株式会社建設技術研究所勤務

2008 (平成20)年4月より現職
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-開会挨拶

開会挨拶

湯漂 茂男(公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会事務局長)

皆さん、乙んにちは。公益財団法人日本障

害者リハビリテーション協会の湯還と申しま

す。主催者を代表いたしまして、 一言ご挨拶

申し上げます。

本日は「防災のユニバーサルデザインと

DAISYの役割」と題しました国際セミナーに、

雨降りで足もとの悪い中、多くの方々にご参

加いただきまして、厚く御礼申し上げます。

昨年3月、東日本大震災におきまして、犠

牲者の多くが、移動あるいは情報と知識のア

クセスが困難な障害者と高齢者だったという

ととが、その後の被災地での調査で少しずつ

分かつてきました。また、大災害から生き延

びたすべての人々の生活、あるいは地域での

再建に必要な膨大な情報と、知識のアクセス

が重要であるというととが分かつてきており

ます。

今週はじめに「世界防災閣僚会議」が仙台

市において開催されました。また2015年には、

「国連防災世界会議」を誘致しようという話も

聞いております。国外では、チリや中国、ニュー

ジーランドと非常に大きな地震が発生いたし

ました。地震国といわれる日本でも阪神淡路、

中越、そして東日本と、幾度となく大きな地

震に見舞われました。また最近は、台風、あ

るいは豪雨といった災害も毎年のように発生

しております。

当然のととながら、大きな災害が発生した

場合の障害者や高齢者等、いわゆる災害弱者

と言われる方たちですが、自立での避難が困

難な人たちの安否確認、あるいは速やかな救

援、また安心できる避難生活の確保など、適

切な情報提供が、的確に行われる乙とが社会

的にも大きな課題となっております。

乙のような意味で、災害時における知識と

情報のアクセスにアクセシブjレな有効なツー

ルとして、昨今の電子書籍の話題とともに、

DAISYに注目が集まっております。一例とい

たしまして、すでに北海道の精神障害者の方

が多く住むコミュニティであります浦河町で

のDAISYを活用した防災活動について、ご存

知の方が多くいらっしゃるかと思いますが、

ととで改めて DAISYを活用してどのような防

災支援ができるかについて、皆様とともに考

えてみたいと思います。

さて、本日のセミナーでは、プログラムに

ありますように、本年4月東京で開催されま

した情報通信技術、 ICT国連専門家会議の災

害特別セッションのモデレータを務められま

した河村宏氏に「防災のユニバーサルデザイ

ンと DAISYの役害リ」と題しまして、基調講演

を行っていただきます。
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次に、すべての人に災害と科学の知識のア

クセスを保障するととをめざして DAISY4と

EPUB 3の開発を進めている DAISYコンソー

シアムと IDPFの両方の技術開発責任者であり

ますマーカス ・ギリング氏に iDAISYとEPUB

による知識のアクセス ー災害知識のユ二

J¥ーサルデザインー」と題しましてご講演い

ただきます。

また、大洪水や津波の被害を受けたタイ

国でのインクルーシブな防災の取り組みの先

頭に立っておられます、ご自身も全盲でタイ

国の上院議員でもありますモンティエン・ブ

ンタン氏に「タイにおける防災の取り組みと

DAISY = EPUBの活用」と題しまして、ご講

演いただきます。

そして、被災地の復興を支援しながら、防

災のユニバーサルデザインの観点で研究をす

すめられております「人と防災未来センター」

の主任研究員であります宇田川真之氏に「東

日本大震災の教訓|と被災者への知識アクセス

支援の課題」と題しまして、それぞれご講演

をお願いしております。

ご参加の皆様には、質疑応答等の時間も設

けておりますので、どうぞ積極的なご発言な

り、ご意見を頂戴いただければと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。

最後になりますが、ご講演いただきます各

講師の皆様には乙の場をお借り致しまして、

-開会銭拶

感謝と御礼を申し上げますとともに、とのセ

ミナーは、「東京都民共済生活協同組合」様、「全

国労働者共済生活協同組合連合会」様のご支

援を得て、開催する運びとなりましたととを

ご報告申し上げ、また御礼を申し上げまして、

開会の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。
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-防災のユニバーサルデザインと DAISYの役割

防災のユニバーサルデザインと DAISYの役割

河村宏 (DAISYコンソーシアム理事・前会長)

ノ~

pdr 

防災のユニバーサルデザインと

DAISYの役割

河村宏
DAISYコンソーシアム理事(前会長)

NPO法人支援技術開発機構窓!理事長

hkawa@atdo.jp 

→加

〈シ
ePUB 

皆さん、おはようございます。昨日は竜巻

があって、今日は西の方は大変な豪雨で、時

間雨量 lOOmmと聞きますと、本当にとれが

東京で起乙ったらどうなるのだろうと考える

と、大変恐ろしい状況が、いつどこにでも起

乙りえるのだという乙とをひしひしと感じる

昨今です。これからお時間を 20分ほどいただ

きまして、今日のテーマの基調という乙とで、

I~方災のユニバーサルデ、ザ、インと DAISY の役

割」についてお話をさせていただきたいと思

います。

東日本大震災が大変な被害を残してからも

う既に 1年少したっているわけですが、いま

だに多くの方がなかなか避難生活に終止符を

打てないでいます。あるいは特に福島の方々

は、かなり長期の、とれからいつ戻れるか、

なかなかメドが立たない、そういう中で 1年

少しの時期を迎えております。ととで、常に

東日本大震災の教訓"命を守る

-釜石の子どもたち.津波理解が命を守った

vs 

-大川小学校の悲劇;情報を待って津波にの
まれた

8 
・大地震は電源を断つので‘津波危険地域では

刊/情報を待たず、ただちに高所に避難

なんですが、改めて教訓は何だったのか。日々

新しく教訓が出てくるのでなかなか難しいの

ですが、との東日本大震災の教訓というもの

をもう一回整理してみたいと思います。

第一は、命を守るということについての教

訓は何だったのかというととだと思います。

もちろん避難生活、その後の復興も大変な課

題が山積しています。ただ、私たちは最初の

出発点としてまず命をどうやって守るのか。

乙れがないとその後もないので、まずそとの

ととろについて整理したいと思います。いい

事例として釜石の小中学生の話を挙げたいと

思います。私自身も非常に感動しましたし、

マスコミでも多く話題になっているかと患い

ますが、まずはとれから振り返ってみたいと

思います。

釜石の子どもたちは小中学生ですけれども、

防災教育の中で、津波というものが、一つ例
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-防災のユニパーザルデザインと DAISYの役割

を挙げれば、 50cmの高さの津波でも人を簡

単に倒してしまうというととを具体的にビデ

オで見せられて、その見た経験をまだ忘れな

いうちに避難訓練を実施して、正確な知識、

津波は高いととろに逃げなければいけない、

海から遠いととろに逃げても意味がないので、

とにかく高いととろに逃げなくてはならない

というととをしっかりと教わって、自分の体

でも覚えていたという乙とがまず挙げられる

と思います。そして、多くの子どもたちは時

刻的に家に一人でいる、あるいは子ども同士

でいる、そういう時間帯だったにもかかわら

ず、最初の報道は多分 3mというととだった

らしいのですが、「津波が来るJという報道後、

大人から指示されるというととではなく、逃

げたのです。 3mと開いたときに、大人たち

は、自分たちはどんな低いととろでもあの辺

りは 4m以上の防波堤がありますし、 10mの

防波堤にしっかり守られているから 3mなら

大丈夫だというふうに思っていたときに、子

どもたちは 50cmの津波でも人を倒す力があ

る、 3mというのは怖いのだというととをしっ

かりと認識して、自分のおじいちゃんやおば

あちゃんにも、きちんと話をして、とにかく

一緒に逃げようと言って、自分だけではなく

家族にも一生懸命働きかけて、みんなの命を

守ったという成功事例が伝えられております。

私は、乙の釜石では特別支援学校の子ども

たちはどうだったのかなと思って、関係者に

毘いてみたのですが、特別支援学校は高いと

乙ろにあるので特に問題はないという答えが

返ってきました。子どもたちがもし家にいた

とすれば、被災する地域にいたかもしれない

ので、その子どもたちはどうなったのか、ど

ういうふうに無事に助かったのか、あるいは

何人かの子が残念ながら犠牲になったのか、

その辺りのととも、今後、学んでいかなけれ

ばいけないと考えています。

全体として、釜石は子どもたちが中心になっ

てしっかり学んだ乙とを生かして自らの身を

守り、周辺の大人たちの命も守った。とれは

非常に重要な教訓だと思います。

それと対比されるのが大川小学校というと

とろで起とった悲劇です。大川小学校は北上

川の河口付近にある小学校です。津波の到達

まで30分ほどあったにもかかわらず、かなり

長い間校庭で避難しないで待機していた。実

は大川小学校自体が避難所だったのです。避

難所にまだ乙れから来る人たちがいるという

ので、先生たちもためらいがあったと聞いて

います。自分たちが避難所にいる、そとにと

れからまだ避難してくる人がいるときに、そ

乙から先ヘ避難していいのだろうかというた

めらいも一方であったようです。それから、

やはり正確な知識の不足もあったと思います。

確か副校長先生だったと思いますが、堤防の

方で川のほうに見にいって、もうそとには津

波が迫っていた。それを生徒たちに教えよう

としたときには 2方向から、川の方が早く遡

りますので、川から遡った津波と、海岸から

押し寄せた津波の両方に生徒たちは挟まれて、

多くが犠牲になったという悲劇です。本当に
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-防災のユニバーサルデザインと DAISVの役割

数少ない生存者が語ってくれたととをつなぎ

合わせると、確かに時間はあったのに、何で

もっと適切な判断をして逃げられなかったの

かと思われるわけです。とれは、情報を待っ

て津波にのみ乙まれてしまった残念な事例で

す。

ととで私たちが考えなければいけないのは

大きな地震というのは電源を断ってしまう。

つまり、放送は届かなくなる可能性がある。

テレビに依存してテレビ、の情報を待っている

とテレビそのものが機能しなくなるという状

況を考えておかなければいけない。あるいは

電源を必要とするものがバッテリーで動かな

い限りは、すべてそ乙で止まってしまう。そ

ういう極限的な状況の中で、では自分はどう

するのかを考えておかなければいけないとい

うととが、とても重要な教訓です。そうなり

ますと誰かの指示を待つととはできないので、

自分で、あるいは隣近所の人と自ら判断をし

て適切な行動をとるというととが生き延びる

ための必須条件になってくるというととです。

津波に関して言えば、津波の危険地域とい

うのは最近、次々と新しく浸水予測が更新さ

れて、北海道の十勝地方では 30m以上という

予測になりました。先ほど紹介があった浦河

町、従来は道の予測では 4mと言われていた

ととろが、今度は 10"-J 20 mの聞というとと

になりました。つまり、避難所の多くが、津

波が来たときには浸水地域に入ってしまうと

いう状況。ではこれからどうするか。しかも、

それだけ大きな被害があるときには電源も情

報も断たれる。つまり自分自身がどうするか

というシナリオを持っていないと動けないと

いうことが明らかになってきています。乙れ

が今、私たちが大震災から学ばなければいけ

ない教訓なのです。

正確な知識を持って適切に動けた子どもた

ちがいたというのは希望ですが、もう一方で、

一人ひとりがその時にどうするかを持ってい

ないと、本当に命を守れないというととが明

らかになってきました。

同じく大震災の教訓で、津波自体は 2.8m、

大したととないというのは、あれだけの高い

津波を見たからいえるのですが、実は 2.8m 

の津波というのは多くの自動車を流して、港

の倉庫をみんな壊してしまって倉庫の中に

あったものを流してしまった。被害総額が人

口1万 3，000の町で3億円出しています。す

さまじい経済被害なのですが、その被害を受

けた北海道浦河町で、「浦河べてるの家」の

皆さんは、との 3月 11日には、日頃の訓練

どおりに整然と避難をして、混乱はなかった

と聞いています。町役場からもそのような証

言を得ています。どうしてそういうととがで

東日本大震災の教罰iトベてるの家

-浦河ベてるの家のメンバーは、 2011年3月11
日に訓練通り整然と避難

・浦河町には2.8メートルの津波が押し寄せ車
を流すなど経済被害3億円、しかし人的被害
は無かった

~ 
・障害のある人も、事前の計画と体験で避難能
力を高められる(自助・共助)

・避難施設整備は固と自治体の責任(公助)
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-防災のユニバーサルデザインと DAISYの役割

きたのかと言いますと、年に延べ4回、夏と

冬、昼と夜の合計4回、グループホームごと

にかなり重度の精神障害の方を含めて津波避

難の訓練をしています。それを何年も重ねて

いるという実績があります。その訓練のとお

りに避難をしたというのが実際のことです。

ご当人たちに言わせると、訓練で知っている

からあまり慌てるとともなく避難指示という

町の呼びかけがあったとき訓練どおりの乙と

をやったというととです。ただ、精神障害と

いう性質から、その後、調子を崩す人も少な

くありませんでした。ただ、いざというとき

に自らを助ける自助の活動がきちんと行動で

きたというととも、私たちにとっては、今後、

これに沿って進めていけばいいという希望の

一つです。

また、「浦河べてるの家」の皆さんの近所の、

普段から避難などを一緒にやっている自治体

の方々も、役場の方と一緒に同じ避難所に行っ

て、これからは避難所でどうするかをもう少

しみんなで計画を立てないといけないと相談

し、将来の課題についてお互いに認識を深め

たというふうにも聞いています。

とれからもまた 7月の最終週に夏の避難訓

練が「べてるの家」であります。そのときに

私も参加させていただいて、町あるいは自治

会の皆さんと、今後の避難所での生活のあり

方についての計画を一緒に考えたいと考えて

います。

そとでもう一つ重要なとととして出てきま

すのは自助、共助のバックアップをする避難

施設の整備。それは国と自治体の責任です。

そういう公助が自助・共助と結びついてきち

んと行われなければいけないというのが教訓

であろうと患います。

簡単に年4回避難訓練をやっているとご紹

介しましたが、普通の町内で考えて夜に避難

訓練をするのは、結構大変な活動だと思いま

す。まして北海道の冬の夜に津波避難訓練を

するわけです。下は凍っていて雪もあります

し坂道を登らなければいけない。「べてるの

家」のメンバーには車いすの方もいます。そ

の車いすの方も一緒に避難訓練に参加します

から、みんなそろってつるつる滑る雪と氷の

坂道を安全なととろまで登るという冬の夜に

やる訓練を、実際にやっているわけです。や

はりそれは、やらないと心配だという具体的

な心配と、との訓練をすれば安心が手に入る

のだという見通しの中で初めて実現できると

いうことだと思います。

そのときに役に立ったのが DAISYを使った

避難マニュアル。大体7分くらいしか集中で

きないというお話を聞いていたので、私ども

が避難マニュアルを設定するときに、 20分も

30分も読んでくださいというのではダメだと

わかっていました。それで全体を 7分に縮め

て、 7"-'8分の間に大事なととを全部理解し

てもらって、終わったら、さあ今説明したと

おりの避難ルートで避難をやってみましよう

と訓練しました。それをストップウォッチで

計りました。目標としては、これまで浦河町

に地震の後、最短で来た津波が 4分でした。
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-防災のユニパーザルデザインと DAISYの役割

それから当時の予測は 10mを超える津波とい

うことでした。ですから 4分以内に 10m 以

上に到達するというととを目標にして、それ

ができれば一応安心だとしようという合意を

もって、それを目標に訓練をしたわけです。

具体的な目標を持つと、あと何秒縮めれば

ク1)アできるというととになるので、重ねて

いく楽しみができるというとともあります。

それからちょっとダレているとクリアできな

いので、とれでは危ない、次は頑張ろうねと

いう話にもなってきます。それを何回もくり

返して、体で覚えられるととろまでしょうと

いうことで、やってきたわけです。

そのときにイ吏ったマニュアルとほぼ同じマ

ニュアルを今日の配付資料に入れてありますO

CD-ROMに入っているものがそうです。とれ

は、 Windows/¥ソコンで使える閲覧ソフトが

2種類入っています。そのどちらでも最初に

案内メッセージが出ますので、それに沿って

使ってみてください。

DAISY版マニュアルを活用した

浦河ベてるの家の津波避難訓練

得

それから、 DAISYの特徴として完全にいろ

いろなものはオープンなものを使っているの

で、例えば写真を入れ替えたい、文章を一部

入れ替えたい、声を入れ替えたい、全部でき

るのです。ですから、との津波避難マニュア

ルでしたら、シナリオの骨格がとれでいいと

いうととであれば、少し手直しして自分の町

用、自分の家用に作り直すというとともそん

なに難しくありません。そのための編集手順

も一緒に印刷して入れてあります。 DAISYで

実際に作られたものをご覧いただいて、さら

に編集手)11真に沿って、いくつかの編集ツール

がありますし、ソースコードを聞いて読める

方でしたら写真を入れ替えるなんてわけない

と思います。同じ名前のファイルをそ乙に置

いてしまえばいいわけですから。そうやって

少し手直しして自分の環境に合うものを作る

醍醐味を味わっていただけるといいかと思い

ます。

特に、自分が信頼できる人の声で説明があ

ると、よく聞けるという方々はたくさんいま

す。そういう方たちのためには、その信頼さ

れている方に、代わって読んでくださいと言っ

て声を入れ替えるとともできます。そういう

様々なマルチメデ、イアの力というものをぜひ

試してみていただきたいと思います。

乙のようなマルチメディアを DAISYの開発

グループは、北海道の浦河町で 2005年に、今

画面に出ております防災の地域の集まり、町

長ざんなどにも出てもらって、それから地元

のアイヌの方も参加していただいて開きまし
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た。各地、オランダの防災についてとか、今

日来ているモンティエンさんにもタイのとと

を話していただき、インドからも話していた

だくというような防災のゅうべというものを

聞きました。そして、 できるだけ防災活動が

身につくように、それからしっかりとした技

術的な支援をさらに発展させるにはどうした

らいいのかという国際的な開発者グループも

そとに参加してもらって、現場のニーズはど

乙にあるのか、それに合う DAISYのさらなる

開発はどうあるべきかという乙とを一緒に検

討しました。

今日のスピー力ーのお一人になっている

マーカスさんは、乙の写真のスキンヘッドの

方がいますが、横顔で頭だけですが、乙れが

マーカスさんです。なんとマーカスさんは

2005年にはもうとの防災の研究会に参加し

て、その後もず、っと研究開発を続けて今日に

至っているという乙とです。その他にも合計

5名が今も EPUBの開発に携わっているメン

1¥ーが、乙の参加者の中にいます。つまり、

非常に息長く、乙ういう防災ニーズから学ん

だ開発を DAISYの開発スタッフは続けてきて

いるという乙とをご紹介したいと思います。

DAISY版マニュアルというのは、実際に皆さ

んご自分でプレーヤーで体験していただくの

が一番だろうと思います。

乙ういった浦河での取り組みと国際的な防

災の活動を結びつけるというのが国際 DAISY

コンソーシアムの大きな役割でありました。

つまり何で乙ういうととをするかと言います

と、情報のアクセス、知識のアクセスが人の

命を左右するというのは、実はインドネシア

の津波のときもそうでした。特にプーケット

の海岸では外国人が数百人亡くなっているの

です。外国人の多くは引き波で海底が見えた

ときに、津波の恐ろしさを知らないで、みん

なそ乙に入っていってしまったのです。津波

の恐ろしさを知っている人たちはそれがすぐ

寄せ波になってのまれるというととを知って

いますから、その知識の差が生死を分けたと

いう乙ともはっきりと記録に残されておりま

す。

そのプーケットの地で2回にわたって、モ

ンティエン ・ブンタンさんはタイ側の組織者

として、 DAISYコンソーシアムは国際側の組

織者として、国際的な障害者の命を守ること

に焦点を絞った国際セミナーを開き、そ乙で

IT、特に lζTがどうあるべきなのか。ICTが知

識のアクセスをどのように保障すべきなのか

について多く議論を重ねてまいりました。
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卜1-=…n川旧t凶e
withOi目sabili川tie白s，Phuket， 11-12 January 2007 

Following-up for WSIS 

htto:/Iww胤 dinf.ne.iol

DAISY版マニュアルの特徴
-良いところ

一理解しやすい

一文

一図示

ー音声

-更に良くするために

一動画・手話

一図版・地図への挑戦

一言語サポート

・== > DAISY4/EPUB3 

1 2 3 4 S 

はいありがとラございます

今手合I.~げられかた方，. すご〈安心して

，"，てられる.f，うんです~e ，..，10#・

「浦河べてるの家」のメンJ¥ーの皆さんも積

極的に自分たちの経験を発表してくださいま

した。大変国際的に感銘を呼んだ発表となっ

ています。いわば災害弱者、最も危ない、社

会的に孤立して何か大きな地震があったりし

たときに混乱しやすい、そういう最も災害時

の弱者と思われるはずの人たちが自分たちで

しっかり勉強し、知識と体で身を守る方法を

身につけていたという発表をしたのには、会

場から非常に多くの称賛というか共感、それ

ができるのだというととが、改めてわかった

という感想をいただきました。

DAISY版マニュアルの特徴のよいところは、

一言で言って理解しやすいというととです。

そとには文章があり図があり、音声がありま

す。乙れらが協調するので¥一言で言って理

解しやすい。ただ、さらによくすることも必

要なので、動画や手話をうまくシンク口でき

るように、いくつかの機能について実t験をやっ

ています。例えばろう者の方にどうすると、

一番わかりやすいか。またろう者の方も耳が

間乙える方も、そして視覚障害の方も、もし

かして一つで済むマニュアルができるのであ

れば、みんなが一緒に避難訓練するときにと

ても便利じゃないか。何とかそれができない

ものかというようなととで、今いろんな実験

を試みているーコマです。

調布デイジーという団体が YouTubeに上げ

て、今、皆さんご覧になれる YouTubeコンテ

ンツのーコマが右側に映っています。とれは
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普通の字幕と少し違って、字幕があって、そ

とに今音声が出ているととろがハイライト表

示される。そしてハイライトが音声と同時に

動いていく。そして手話も文章単位で同期を

するというふうな実験的な試みをしたもので

す。

乙ういったものが手づくりではなくてツー

ルできちんとできるようになる。それが次の

DAISY、DAISY4と私たちはそう呼んでいます

けれども、あるいは EPUB3というものの目標

の一つになっています。

それから図版とか地図にどうやってアクセ

スするか、そのための挑戦を今、ダイヤグラ

ムプロジ、エクトという国際プロジ、エク卜で取

り組んでいます。それから、世界中の言語を

サポートしようともしています。日本語の縦

書き、ルビ、乙れは EPUB3でサポー卜するこ

とができました。アラビア語は 1行の中に左

右両側から書きますが、乙れもサポートでき

ました。さらにもっと多くの言語の中には様々

な書き方、あるいは、そもそも文字を持たな

い言語もあるわけで、すね。そういった言語の

人たちもきちんと参加できるようなマニュア

ルの技術を確立してい乙うという挑戦を進め

ております。

その中で、おととい、フィリピンの自閉症

協会のととがフィリピンの新聞に載りました。

全体の中の一部ですが、自閉症協会が自閉症

の人たちにわかりやすく情報提供しようと障

害者権利条約の DAISY版を作ったという乙と

です。

フィリピン自閉症協会のDAISYの活用
閣制LA!I1lLI.BTIIf
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一人一人の防災力強化のために

• DAISYとEPUBができること
一被災者支接情報のDAISY版提供

-DAISY版防災マニュアルの普及と活用

• DAISY4とEPUB3の諜題
-DAISY/EPUB版マニュアルの製作・再生ツール開発

-第3次アジア太平洋障害者の十年(2013・2022)

.障害者権利条約{批准116力関、調印153カ国)

.兵庫行動枠組(2005・2015)

それからソーシャルストーリーと言って

いますが、その中には避難訓練といったもの

も含まれます。そういったものにとれから

DAISYを使って取り組むという話が出てまい

ります。

まとめますと、最初に申し上げましたよ

うに、一人ひとりの防災力を強化するために

DAISYとEPUBができる乙とというのは、一

つは、今でもできるのは被災者支援情報の

DAISY版を提供する乙と。乙れは日本障害者
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-防災のユニバーサルデザインと DAISYの役割

リハビリテーション協会のウェブサイト*1を

通じて日本 DAISYコンソーシアムが既に提

供を始めております。それから今日見本をお

配りしたように DAISY版防災マニュアルの

普及と活用を図るという乙とがあると思いま

す。また、今後に向けて DAISY4とEPUB3に

ついては、この後マーカスざんから EPUBだ

とどういいかという話がありますので、その

DAISY4、EPUB3でのマニュアルの制作と再生

のためのツール開発、乙れが当面の緊急の課

題です。

そして、第3次アジア太平洋障害者の十年

が来年から始まります。その中の一つの重点、

課題が障害者の防災になっています。障害者

権利条約、乙れは批准が 116ヶ国で、調印は

153ヶ国です (2012年 7月7日時点)。乙の権利

条約を日本が批准して実施していく。そして

2015年には「兵庫行動枠組」という、阪神・

淡路大震災をもとにした国際的な防災戦略の

改訂という作業があります。それに向けてさ

まざまな活動を集中していって障害者を含む

一人ひとりの住民の災害時の安全を確保する

ためのマニュアルを作り、またそれを実施し

ていくというととが課題だと思います。

とれから三人のそれぞれの専門の方から講

演をいただいて、私がいくつか触れたととに

ついて、またそれ以上の詳細についてお話を

いただくのを楽しみにして、私の基調を終わ

らせていただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。

* 1 http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/jdc/ 
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[DAISYとEPUBによる知識アクセス

一災害知識のユニJ~ーサルデザインー】

マーカス・ギリング (DAISYコンソーシアム・ IDPF技術主任)

ePU8 

試験、v

DAISYとEPUBによる

知識アクセス

一災寄錦織のユニバーサルデザイン

マー力スーギIJンヅ (MarkusGVlling) ・国躍血盟且温凪皇畠〉

IDPF&DAISY 

〈崎誠〉

とんにちは。こちらに来るととができて大

変うれしく思います。 4日から 5日ほど東京

国際ブックフェアに参加しておりまして、 6

"'7回、 EPUBについて既にプレゼンテーシヨ

ンをしてきました。今日がその最後で、明日、

スウェーデンに帰ります。先ほどの写真に出

ていたスキンヘッドは確かに私です。

DAISYや EPUBのととをご存じの方も少し

いらっしゃると思いますが、なるべく明確に

簡潔にご説明したいと思います。

最初のスライドは、見ていただければ明ら

かだと思いますが、ととには新しい特別な情

報はないと思います。ただ、私の仕事の中で

はとれが大事だと思っています。つまり、全

ePUB 

建E

全体を見る

サプライチェーンのすべての僚100に注留する必婆.

1 コンテンツの制作l創造
2 コンテンツのフォーマットj機能

3 倹索イン9ーフェース(プッシュlブル)
4 緩み上げシステム
5 支援技術

改善方法:

・知識の普及
・出版業界/;商費者向けICT業界との遮携
.標準化

<Idpf> 

体的に見るという乙とが大事だと考えていま

す。私は出版関係者ですが、一般的に出版業は、

先ほどの自閉症の情報提供の例もありました

けれども、サプライチェーンすべてがユニバー

サルに機能するようにしなくてはなりません。

それにはとの5つの項目が必要かと思います。

最初はコンテンツの制作、創造です。乙乙

で使われているツールがユニバーサルなデザ

インでなければ問題になります。また、コン

テンツそのものが配布のために必要な特徴を

持つフォーマットとなっています。また、検

索インターフェース、コンテンツが供給者か

ら消費者にいく方法も閉じです。四つ目が読

み上げシステム。消費者として情報を読み取

るために使うデ、バイスも適切な特性を持って
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.OAISVとEPUBによる知識アクセス

いなければなりません。また、 5番目は、新

技術も適切な設計が必要で、す。スクリーンリー

ダーや、デバイスなど、どういうデバイスを

使っていようと、適切な特徴を持っている必

要があります。特にコンテンツのフォーマッ

卜を理解して、そのフォーマッ卜を利用でき

なければなりません。

ここで大事な点は、だからとそ私たちの仕

事が複雑になるのですが、との 5つのうち、

どれか一つが適切なデザインでなくうまくい

かない場合は、すべてが機能しなくなってし

まいます。ですからとの5つの項目すべてが

適切なデザインを持っている必要があります。

3目前の朝日新聞の 1箇に、東京の国際ブ、ツ

クフェアの新聞記事があり、 IDPFの記事が掲

載されていました。 EPUB3は私が開発してい

る電子書籍のフォーマットのととです。日本

語は読めませんので人に教えてもらいました

が、その記事のヘッドラインは、 EPUB3は新

しい「世界規格」の上陸というととでした。

との記事は防災に関するととではありません

でしたが、出版全体に関する記事でした。

皆さんの中にはご存じの方もいらっしゃる

かもしれません。日本にはさまざまな電子書

籍フォーマットがあります。アクセシビリティ

という意味では適切でないものもあると間い

ています。 EPUB3はアクセシピリティという

特徴をEPUB全体に提供するものです。例えば、

最近では、「楽天 KoboJという新しい電子書

籍ストアで電子書籍を販売しています。とれ

国際電子出版フォーラム(IDPF)
ePUB 

-電子出版に関する国際取引及び線準化問体

・世界全体で340の会員機関{出版社、販売慮、図魯館、盟

内の各種団体‘政府機関及び業界殴体)

.2012年現夜、 DAISYと共生関係
• EPUB 3: 2011年10月に公隣

議S 金制〉

は新しい EPUB3フォーマットに基づいたもの

です。

IDPFというのは非営利団体です。出版業界

向けの電子出版による国際取引標準化団体で

す。世界に340以上の会員があります。出版社、

ソフトウェア、プロバイダ、販売j吉、図書館、

そのほかの機関が参加しています。政府も参

加しています。

DAISYコンソーシアムは IDPFと協力し合っ

ています。 EPUB3フォーマッ卜は共問で開発

しています。乙れはアクセシビリティな出版、

そして一般の商業ベースの電子書籍の出版両

方のために協力し合っています。そこでガ

ジ、エツ卜、ソフトウェア、情報などのユニバー

サルデザイン、つまり誰でもアクセスできる

ととを検討しておりまして、 EPUB3はそのい

い事例でありますし、電子書籍の世界ではユ

ニバーサルなデザインの最初の事例です。

では EPUBのアクセシビリティについてお

話します。とれらの機能の一部はDAISYフォー
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。
EPUB 3:アクセシビリティ機能

ePUB 

音声合成(TTS)

メディアオーパーレイ Web妓術

(HTML5/WCAG) 

ARIA 

メうFデ-'J

構造とセマンティクス

62軒、v
〈ゆ f>

マットから引き継いで EPUBの中で再利用さ

れているものがあります。また、 DAISYにも

なかった全く新しい機能もあります。

全部で6つの電子書籍のアクセシビリティ

の側面があります。

まずは、 EPUB3は構造と文書のセマンティ

クスに注目しております。よくたとえで出す

のですが、構造とセマンティクスというのは、

電子書籍、文書の DNAであると呼んでいます。

乙の構造とセマンティクスがなければ新技術

は読んでいるものを理解できません。したがっ

て利用者に適切に情報の内容を伝えることが

できません。乙れは出版業全体として大事で

す。主流の出版業の人たちにとれを伝えると

とが大事です。というのは、出版業全般、主

流の中でも乙れが何であるかというととがま

だ十分に理解されていなし1からです。

EPUB3でもう一つ大事なととは、電子書

籍に関連づけてあまり考えられていません

が、マルチモーダルであるということです。

。
EPUB 3:構造とセマンティクス

ePUB 

-文書のDNAデー習を記述

・読み上げシステムにおけるインテリジェントな動作が可
能に

・コン子ンツへの容易なアクセス、ナビゲーションの単純化

• HTML5により、基本ボキャブラリが増加

• se口ion.aSide， articte 
• audio， video， canvas， figure 

• EPUB 3では、 EPUB特有のセマンティッウ・インフレウショ

ンのためのアノテーシヨンのメカニズムを追加
(eρub:tvρe) 

<.巴C巴本。n o!:tub:色ype."'''ch.apt:et:・・

-ー.
( / s~c包;'00>

命ヤ く副ipf>

EPUB3はDAISYのスタイルを引き継いでいま

す。テキス卜と録音音声を同期させる機能が

とれに追加されています。DAISYがEPUBに

含める乙とを提案したときに私たちの最初の

関心時は、長い間、 DAISYを活用できなかっ

た印刷物に対して障害を持ってアクセスでき

ない人たちにどう対応するのかという乙とで

す。

とれは、他の関係者、利用者も乙の機能に

関心を持つと思います。例えば児童書がその

一つの例です。楽しむため、あるいは学習の

ためなど、読む乙とを勉強する上で、非常に

パワフルなツールです。

また、私たちは状況に応じて障害を持ちま

す。例えば自動車に乗っているとき、もちろ

ん自動車を運転しているときは本を読めませ

ん。しかし運転しながらオーディオモードに

電子書籍を切り替えると、運転している聞は

音声で聞く乙とができます。DAISYのような

同期というのはプリントディスアビリティの

方への機能として使えますが、同時に他の利

-25 -



.OAISVとEPUBによる知識アクセス

用者にも活用できますし、他の多くの方たち

に楽しんでもらうととができます。

またもう一つ、音声合成の強化です。事前

に録音した音声のないものは、例えば発音の

インストラクションを含めるととができます。

すると複雑な言葉をわかりやすく明瞭にする

乙となどに活用できます。

また、リッチなナビゲーション。 DAISYを

ご存じの方はご存じかと思いますが、とれは

新しいととではありません。効果的、迅速

に文書の中を移動する能力は大事です。今日

の議論の中でも大事なととです。 EPUB3は

DAISYのナビゲーションモデルを引き継いで

いますし、さらにそれを DAISYが提供してい

る以上のものに強化しています。ナビゲーショ

ンストラクチャーを提供しています。どの

EPUBブックにもとれが存在し、そして迅速に

大きな文書の中でも移動することが可能です。

また、もう一つ、 EPUB3には、もっとイン

タラクティブな高度なコンテンツをサポート

する機能があります。 DAISYよりももっと高

度なものです。複雑な材料、例えば、学術文

献や教科書は、 MathMしという数学表現を表

現する言語ですが、乙れが利用できます。ま

た出版社で数学を使う場合、よく図を使いま

すけれども、アクセシブルという意味では図

はよくありません。

EPUB3:マルチモーダル
GPU自

.メディア・オーバーレイにより、テキストと録音音声とを
DAISY方式で同期させる機能を追加
.児童書、読みの学習教材
.オーディオブックと電子書籍の橋渡し・ユーザーに
選択させる

• EPUB 3では、製作者はπsの発音・2員律のインストラク
シヨンを含めることが可能:

• PLS(発音辞書)
.5SML 

• C553 5pee，h 

.辞書は再利用可能

命、w くぬt>

ろ PUB EPU83:リッチなすビゲーシ混ン

• EI次

・ページ送り

.ランドマークによる

ナビゲーション

・カスタムリスト!こよ

るナピゲーション

63襲、w

F面~-;;;了一一τ

"""‘・4・.""， 
Y曲・.""晴

抽 -h胸&聡治-

抽柚蜘~臥
h単調価&-... 値抽脇

一~蝿也~旬舗協るお創・d也醤.... 耐禍“協

泊幽a・a
&組曲凶担論醐M
包醐

蹴出.

a槻禽‘必泊a
a踊お舗協加

U治鍋

抱脳盈崎泌総

ACClISslbl・EPUB3
7誠M・，''''''震s

""" 匂醐叫出h抽

.. ‘危急忌"'"
組睡""""隠
訟忽沿~AI以.

U包怨包包酒.

1."お施血

""泊誕'""-"'.盛h僻.

日成紘血鉱mu晴樹紙"'"舗翻

品鉱hぉ舗組担.... 泊施占

れぬ徐m
g畠綿也£抽

く縦pf>

EPUB 3:譲i援なコン予ンツと
oPUB インタラク予ィブなコン予ンツ

-教科書及び学術文献照

• MathMl，SVG 

52軒
、聞が

・インタラクティブ、なコンテンツ WAIARIA 

く磁pf>
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そしてこの文脈の中でさらに大事なのはイ

ンタラクティブなコンテンツです。本とユー

ザ一、両者がお互いに対話できるというとと

です。ユーザーは、質問と答えをインプット

して、本がその答えを受け取って、それに対

応できるという例です。ワールド・ワイド・ウエ

ブ (WWW)がその一つの例です。ウェブペー

ジは長い間インタラクティブなものとして使

われています。

プリントディスアビリティのととをご存じ

の方にとってはインタラクティブなアクセス

というのも一つのチャレンジです。インタラ

クティブな電子書籍、インタラクティブなウェ

ブページも同じです。EPUBではワールド ・ワ

イド・ウエブコンソーシアムの ARIA(アリア)

というととろと協力しています。乙のインタ

ラクティブ機能でアクセシブルな電子書籍に

なります。

また、先ほどの河村先生の話の中にビデオ

の話もありましたが、EPUBも同じように映像、

動画を取り込んでサポートしています。乙れ

については様々な研究開発が現在も行われて

います。動画をどのように全員がアクセスで

きるようにするのか。報告されているととと

しては、例えば音声のキャプション、そして

文書のキャプションを動画に追加できる情報

として利用するわけです。例えば視覚障害者

にとっては動画を見る乙とができませんが、

音声で何が起とっているかというととを説明

するものを加えるとともできるわけです。本

来の音声に加えて説明の音声も加えるととが

できます。また、聴覚障害者にとっては、文

。 倒的:音声&映像ートラックの械化

窓 く揺pf>

章での説明を追加するとともいいと思います。

乙れも EPUB3でサポートされています。

次にフォーマッ卜の説明の最後の点ですが、

乙乙に簡単に 6つの EPUBの優れている面を

ご紹介したいと思います。アクセシビリティ

が強化されているものがこちらの表に出てい

ます。EPUB3とEPUB2とDAISY2と3を比較

しています。

七つの行があります。リッチで柔軟なセマ

ンティクスが一つ。もう一つがリッチなナビ

ゲーション、次が DAISYのテキス卜と音声の

同期、 4番目が音声合成機能の強化、次がイ

ンタラクティブな機能、 ARIAが含まれていま

す。次が映像と字幕、そして最後が国際化。

この三つのフォーマットすべてを説明する

と時間がかかりますので全部はご説明しませ

んけれども簡単に言いますと EPUB3は、と

れらのカテゴリすべてで強化されています。

EPUB2や DAISY2にない機能が EPUB3にあり

ます。
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。
フォーマットの比較

ePUB 

E:4:同一一一一一一一一一一一一一一一~幽・岡山~明鴨摺園幽
切手なIヨHxt.ï::セr:::i~苦手;;:."..r~ ι 鴛 町一指 ピ嶋一言'7 ." .. "." 僧

リッチなナピゲーシヨン fI' -〆 ‘〆
子キスト/音声の同期 〆 、色

‘' TTSの強化

'‘ '‘ ‘' ル空想思惑!l稜1怨さき初制醐町総 ，叫e 〆
映像+字幕 It It 

‘' 期際化
叩

It ‘I 

命ヤ 〈株ズ〉

国際化について説明しますと、 EPUB3の作

業、日本語の文書をサポートする研究がいろ

いろ行われています。大勢の日本人の専門家

がIDPFで協力し合って日本語をサポートする

研究をしています。それによって楽天の Kobo

がEPUB3だけを日本語の電子書籍ストアで利

用するととになりました。

では、結論です。

明示的・暗示的な形で既に申し上げたこと

ですが、 EPUBはアクセシブルな出版物のため

の最新のフォーマットです。同じ能力を持っ

ているフォーマット、 EPUB3と同様の能力が

あるものは今、存在しないということです。

二点、自にすばらしい点としては、とれはア

クセシビリティだけを考えたフォーマットと

いうととではなく、アメリ力、ヨ一口 ツ/¥を

中心に主要な出版業界の電子書籍出版に主に

使われるフォーマットになり得るというとと

です。DAISYでのオーサリングツールや読み

上げツールという意味でどの程度の影響力を

持つかというととでは、比較にならないほど

。
結論

ePUB 

EPUB3 {まアウセシブルな出版物のための最新フォーマ‘ノト

・現在の業界による採用傾向は、オーサリングツール、銃み上げシス
子ム及びサービスプラットフォームの利用可能性が過去の問題となる
ことを示している。ーユピキヲス

EPUB3 f<主、 災害情報のユニバーサルデザインのためのフォーマット
として最適

DA/SYI.ま次世代配布フォーマットとしてEPUB3を採用

ミ5 く均 f>

大きなものという乙とになります。

DAISYについては基本的に EPUB3と互換性

を持つことに将来的にはなります。ですので

DAISYコンソーシアムメンバーにもゆくゆく

はEPUB3に移行を促していきたいと考えてい

ます。

では今後、何が必要でしょうか。フォーマッ

トの業界への導入への動向があります。もち

ろんさらなる投資が必要になります。まずは

知識の普及です。DAISYコンソーシアムでは、

広範な知識の集積があります。どのように電

子書籍を作るのかという知識がありますので、

乙ちらを商用化していく必要があります。

そして EPUB3のオーサリングツールをア

クセシビリティに焦点を絞った形で進めてい

くととです。まだ EPUB3を開発するに当たっ

て、すべてがアクセシビリティに焦点、を絞っ

ているわけではありませんので、との点を強

調する必要があります。また EPUBコンテン

ツのアクセシビリティをチェックするツール

-28 -
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〈歩 前進のために必要なこと
ePUB 

・すべての業界関係者に対する知識の普及
・アクセシピリティlこ焦点を絞ったEPUB3オーサリングツール

EPUBコンテンツのアクセシビリティをチェックするためのツー

lレ
・すべての療逮プラットフォームにおけるアクセシブルな読み

上げシステム
・プロビジヨニンゲ/検索プラットフォームの進化

DA/SYコンソーシアム会員の業献が必須!

DAISY 

‘U 

〈均ポ〉

を作っていく必要があります。乙れを適切に

行うととによってみんなが利用できるように

なります。

次に、すべての関連プラットフォームに

おけるアクセシブルな読み上げシステムを

作るということです。現行 iOS，Android、

MacOS、Windowsなどの読み上げシステム

がありますけれども、乙のすべてが完全にア

クセシブルという状態にはまだなっていませ

ん。多くの作業が、新たなツールを開発する

というよりは現行あるものに手を加える乙と

によって達成可能であると考えます。

そして最後ですが、プ口ビジョニング、あ

るいは検索プラットフオームを進化させてい

く必要があるという乙とです。コンテンツに

アクセスするに当たってのインターフェース

ですが、例えば、ライブラリや底舗となるわ

けですが、そのようなインターフェースもア

クセシブルである必要があります。

〈シ
ePUB 

D崎ISY
翁;;

σ恥飢J.r

知識の普及れ

ベストプラクティス

オライリ一社(0・Reilly)との連携

. 自由に利用可能(祭料)

・錫訳可書思

httD:llshoo.oreillv.com/Droduct/06ヨ6920025283_do

〈福岡〉

これらの五つの点を満たすためには、 DAISY

コンソーシアムメンバーの貢献が必須となっ

てまいります。

では、現在の取り組みの事例についていく

つかご紹介したいと思います。

これはアメリカの出版社、オライリ一社で

す。乙れは無料で利用できる本です。「アク

セシブル EPUB3Jというタイトルがついてい

ます。今日お話した内容について、さらに詳

しい内容が書かれています。残念ながら現在、

日本語の翻訳版は出ていません。東京ブック

フェアで何名かの京都の学生から翻訳したい

という申し出がありました。ですのでこの書

籍についても日本語版の翻訳が極力早く提供

するととができるようにと願っています。

そして、アクセシビリティがどの程度担保

されているかというものをチェックリストを

通じて確認していくというととを行っていま

す。ウェブベースのチェックリストになって

いまして、出版社あるいは読み上げシステム

- 29 -
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[舎一純
アクセシピリティ・チェックリストJガイドライン

-オライリ一社(ぴReilly)の『ベストプラクティス』の手引き
.情報と事例を要約
・コンテンツのアクセシピリティ・チェックリストを含む

・量終的には読み上げシステムのチェックリストも含める
予定

草稿iま批tc・的問位。arrish"国 lecub3Jouidelinedへ.間もな<idpfαglこも縄銑

毒患 〈同ゆ

を作っているベンダーさんの方で確認すべき

事項について列挙されているものです。正し

いアクセシブルになっているかどうかという

のが確認できるようになっています。

とれが実際のウェブページ上での例となっ

ています。とれはコンテンツのガイドライン

に関するものです。 IDPFのホームページで閲

覧していただくととができます。

ととではページ数、ページのボリューム、

そしてどのようにページナンバーが機能する

のかというととについて。またコーデイング

の例についてどのように正しい形で行うのか

というととも書かれています。さらに、下に

いきますとアクセシビリティに関するチェッ

クポイン卜が書かれています。ととでは三つ

のチェックポイントがあります。コンテンツ

プロバイダが比較できるように、どの程度、

要件を満たしているかというのを確認できる

ようなページ数に関する確認項目が三つ挙げ

られています。

DAISYの知識をどのように活用してアクセ

ePU目
参考資料

• IOPF及びEPUB

htto:llwww.idof・0限

• IOPF EPUBアクセシピリティ・フォーラム
htto:/ /www.idof.orl!/forums 

・サンプル

s 

h役ロ:1/，∞de.2002Ie.com/o/eoub-samoles/

Readiumについて

htto:/ /readium.or2 

金制〉

シブルな商用コンテンツに変えていくかとい

うととを現在行っている最中で、す。

では、最後のページになります。参照いた

だけるページとなっています。 IDPF、それか

らEPUBに関するページです。 IDPFのウェブ

サイト上に「アクセシビリティフォーラム」

のページもあります。とちらのアドレスにア

クセスしていただくと「アクセシビリティ

フォーラム」についてご覧いただくととがで

きますし、もしご質問がある場合には問い合

わせを行うとともできます。 EPUBのユニバー

サルデザインの項目についての情報もありま

す。それから EPUBの文書に関するサンプル

も掲載されています。とれは code.google上

で fepub・'samplesJという形で検索かけてい

ただきますとアクセスするととができます。

非常に人気なサイ卜でありまして、かなりの

数のダウンロードが行われているサイトです。

日本語によるサンプルも複数掲載されていま

す。

最後に fReadiumJですが、とちらは無料

のオープンソースです。 EPUB3に関するソー
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スのサイトとなっています。読み上げシステ

ムに関する参考資料が載っています。もちろ

ん現在取り組み中のアクセシビリティに関す

る情報もあります。テキストと音声の合成に

ついても Readium上に載っています。また、

BookShareというアメリ力の団体ですけれど

もユーザーフェイスアクセシビリティについ

て取り組んでいる内容についても閲覧すると

とができます。

私の発表は以上となります。どうもありが

とうございました。
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【タイにおける防災の取り組みと DAISY=EPUBの活用]

モンティエン・ブンタン(タイ上院議員、タイ視覚障害者協会会長)

皆さん、乙んにちは。まず今回主催してく

ださった日本障害者リハビリテーション協会、

乙の重要なシンポジウムに招待くださいまし

てありがとうございました。何回も東京に来

たととがあります。ただ、上院議員になって

からはあまり来ておりません。今回また来る

乙とができて大変うれしく思っております。

タイと言いますと多くの方は微笑みの国と

して知られています。私の顔からもそれは明

らかだと思います。また、私の知っている限

り恵みの国とも言われていたと思います。最

近までタイの人々は、私たちは世界の中でも

最も肥沃で最も安全な固に住んでいると思っ

ていました。皆さんがそう思われるかどうか

わかりませんけれども。とちらの写真は新年

のカウントダウンイベント、また水の祭り、

また笑っている子どもの写真です。

突如として、アジアの津波が 2004年 12月

26目、クリスマスの翌日に起乙りました。津

波がタイを含めて地球の半分に影響を及ぼし

た絵がとちらに出ています。アジアの津波、

2004年 12月にありましたけれども、日本の

方々にとっては津波は新しいととではないか

もしれませんけれども、タイは世界で最も安

全な場所だと思われていたので、津波が都市

や人々を襲って大変大きなショックを起こし

- 32 -
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~年のアジア津波
被害 | 

ました。

とちらが非常に有名な観光地の写真です。

津波前と津波後です。津波前、力オラックと

いうのは大変美しい場所で、日本人の観光客

もよく来ていました。津波の後、すべてが崩

壊されて泥だらけになり、美しい場所が残っ

ていません。

| 一一 一一.. 
タ !ォ ~津波後

2004年のアジア津波
死傷者 | 

もう一つ、街の車や船が全部破壊されてし

まいました。ですから美しい微笑みの町の風

景が変わってしまいました。

とちらは被災者たちです。
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| 一一切言準備?民会議[fEll.l年 2009年9イ ーケットにて I 

そして 3年後、 DAISYコンソーシアムと国

連の機関やタイの視覚障害者協会を通して、

障害者の災害準備国際会議がブーケットで開

催されました。その 2年後に再度会議を行っ

て防災訓練も行いました。様々な違う種類の

障害を持った人達が参加しました。また、タ

イの西海岸のモルガン人という先住民の住ん

でいる地域も行きました。河村先生もおっしゃ

いましたけれども、主に西ヨーロッパの観光

客は引き潮で、水位が下がった時に海に行っ

てしまったというととがありました。でもと

の先住民の人たちは、そのとき山のほうに逃

げていました。そのようにしてモルガン人た

ちは知識があったので津波から生き延びると

とができました。

もう一つショッキングなシーンをお見せし

たいと思います。近代のタイの歴史の中で起

とった最大の洪水、 2011年の洪水です。多く

の固にとって洪水というのは、他の災害に比

べると第5位ぐらいの位置付けかもしれませ

ん。しかしタイにとっては歴史上最大の洪水

~年タイ現代史上最慈の大洪水
多数の県と嘗都バンコクが洪水の被害を受けた 目

1 2011年一僧上最悪…氷j
世界遺産、エ;地得、空港も被1を受けた

と言えるかもしれません。

とちらは世界遺産です。ある産業地域、そ

して空港。空港はバンコクの中でも一番の高

台にあるんですけれども、完全に洪水に見舞

われています。また、 2011年の近代史上最大

の洪水によって、町全体がとのように川のよ

うになってしまいました。70年前にも乙うい

うととがあったんですが、当時と生活様式が

全く違いました。その頃はみんな船に乗って

お互いに笑っていたんですが、今度は街が川
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~年タイ現代史上最悪の大洪水
! 川と化した都市 I 

のようになったときは喜ばずにみんな泣いて

いました。

もう一つ、とちらは障害者・高齢者です。

手伝ってもらっている人たち、正しい支援を

受けている人、あるいは正しくない、船の上

に引きずり込まれている人もいます。

2011年の洪水。とれは私の家なんです。自

分の家も 1ヶ月半、洪水に浸っていたので、

私の家も助かりませんでした。

障害者にとっての問題は、他の選択肢がな

いのか、もっといい方法はないのかという乙

とです。洪水の後、私どもは調査をしました。

洪水のとき、障害者全員ではないのですがほ

とんどの人が主要な避難所には行とうとしま

せんでした。障害のない人に比べると障害者

の方が困難であったにもかかわらず避難所に

行乙うとしませんでした。むしろ他の州の親

戚のととろに行ったり、一部の障害者専用の

仮設住宅に行ったり。例えばタイの視覚障害

者協会の本部、あるいはパタヤにあるレデン

プトルリストいう職業訓練所に避難していま

した。また視覚障害者は家の2階に移動して

人が助けにきてもらうのを待っていたという

ケースもありました。

次に、障害者を含めたインクルーシブな

社会について。インクルーシブな社会の減災

(DRR)についてお話したいと患います。

2011年の洪水のとき、全国の障害者は地域

的あるいは全国的なフォーラムを通してイ二

- 35 -



-タイにおける防災の取り組みと DAISY=EPUBの活用

障害のある人々(PWDs)に E 
z _._-ーより異い選摂肢はな切ぬか乞戸マ一一一幻 自

+洪水の問、ほとんどのPWDsIま、隊禽のない人々よりも深刻な

箇灘iこE草笛していたにもかかわらず、一般向けの避難所に行こう
としなかった。 PWDsの多〈は、

.肉親と暮らすために引っ越した。

闘隙奮のある人々のための数少ない

一次避難施設(合イ盲人協会本部

やパヲヤにあるレデンプトリスト

職業訓練学校)に移った。‘‘、

あるいlはま、

.自宅に残り、支1蓋を受けた。

または、

自宅に残ったが、支j葺は受けなか

った。

[ インクルーシブな社会へ 1 
障害を含めた紡災教育[ffiill)]を通じて . 

令 2011年の大洪水の終結に向けて

.全国の障害のある人々 (PWDs)が、8つの地域フォーラムと1つ
の全国フォ ラムを開催

.すべての人のためのインウルーシブな社会の創造に向けたガイド
ラインを提案し、イニシアティブを発揮

・ガイドラインでは「障害を含めたDRRJを戦略的モデルとし、こ
れに基づき、いわゆる「インクルーシブな社会Jを築くこと#句
能に

一一 I 
.:.・洪水.化学災害の危険、さらには子口行為などが増加した結集‘よザ組織

的かっ包締約でインウJレーシフな紡災教育に対する緊急のニーズが発生

36 

シアティブをとり、すべての人にとってのイ

ンクルーシブな社会を作るガイドラインを提

案しました。乙のガイドラインの中では、障

害者を含めた防災、減災、リスク軽減という

のを戦略的なモデルとしました。そしてそれ

に基づいていわゆるインクルーシブな社会を

作るというととを提案しました。

平和な時は、人はバリアフリー、アクセシ

ブル、あるいはインクルーシブなインフラを

作る緊急性を感じないかもしれません。特に

インクルーシブな知識の共有メカニズムの必

要性はあまり考えられません。しかし、生と

死が自の前にあるような状況の時は、特に障

害者を含めるインクルーシブなアプローチを

求める適切なタイミングとなります。

したがって微笑みの国は不確実な国となっ

てしまいました。

災害の数が増えています。洪水、化学的災

害の危険、テ口行為などが増加してきでいる。

そのととでもっと組織的かつ包括的で、イン

クルーシブな防災教育に対する緊急のニーズ

が発生しました。

乙ちらに写真が出ています。兵士がバンコ

クの近代的なショッピングセンターに近づい

ています。とのショッピングセンターは崩壊

してしまいました。また、タイの南部で暴動

が起きている写真。何年も前に起とったとと

ですが、ガス爆発で車が爆発し、何百人も死

亡したときの写真です。
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| 一 句作ヤ川合計画 ト

令初の国家災害防止軽減総合計萄

• 2007年の災害防止 ・軽減法にしたがい、 2009年に関織で1*択

・情報技術・通信省 国家災害繁華Eセンヲー

"なんらかの災害危機が発生した場合、県及び地域の行動計留の
ガイドラインとして使用されるべき計画

・しかし、 2011年の大洪水のときでさえ，針li!1iはん度も@il書され
なtJ¥-:>f:. ¥_"恥

l一 部門別!二分間三九時平 ι | 
.~・危機/災害管理問皇室!こ(薬なる法律の下で)別々に取り
組んでいる政府機関は、少なくとも5つ存在:

閣 肉務省災害防止軽減局

⑤f開通信技術省気 象局

、ψ情報通信技術省国家そ事務報セント

V国家放送通信委員会

(i)ヲイ図立救急医療セント

初めての国家災害防止軽減総合計画が作ら

れました。2007年の災害防止・軽減法があり

ます。とれは 2009年に閣議で採択しました

けれども、残念ながらとの計画は利用されま

せんでした。

タイでは現在、約 5つの政府機関が防災や

緊急対応に関わっています。例えば災害防止

軽減局というのは内務省のもとにあります。

また、気象局は情報通信・技術省のもとにあ

りますし、国家災害警報センターも情報通信

・技術省のもとにあります。また、国家放送

通信委員会というのもあります。また、タイ

国立救急医療センターもあります。これらの

機関はすべて、それぞれ別々の法律上の管轄

下にあります。乙のように一貫性がないため

に問題が起乙るわけです。洪水は、それほど

大きな災害でなかったはず、で、す。急激に起こっ

た洪水でもありませんし、日本で時々見られ

る、突然起こる嵐や台風と違って、タイの洪

水は長引いてしまいました。

これは笑える冗談ではなく悲しい冗談です

が、タイではある言葉があります。乙れは昨年、

大きな問題となりました。初めての女性首相

がインタビ、ユーを受けて、彼女は簡単に答え

ました。タイのすべての人に対して彼女は言っ

たのです。「すべてがコントロールできている」

と彼女は言いました。タイの言葉で「アオユー」

という言葉があります。「すべてがコントロー

ルされている」という意味の言葉です。別の

写真がととに出ていますけれども、「アオユ一」

という言葉は悪い言葉でもあるのです。 「洪水
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は私には関係がない、私は十分にコントロー

ルされてないから関係ないよ」という意味も

あるんです。乙うした公の発言で、適切なコ

ミュニケーションがないと混乱も起乙るとと

があります。コミュニティや地域社会、政府

機関もどういう行動をとればいいのかわから

ないとともあります。そのために洪水によっ

て大きな災害になってしまいました。彼女は、

そんなことを言うつもりではなかったと思い

ます。乙んなに深刻な状況になると知ってい

れば、彼女は乙の言葉を使わなかったかもし

れません。

レ ーーグイ盲品会ブザオヱー | 

DAISYがどういう役割を果たしたのか。そ

して DAISYがこの状況でどう役に立つ可能性

があるのかというととです。まず刊/電話。電

話を使った DAISYの再生システム、プレー

/れノクシステムです。現在、自動的な電話回

線 100本が、オンデマンドで DAISYコンテン

ツを提供します。コンビュータは必要ありま

せん。電話のキーパッド、を使って 1日24時間、

週7日間、書籍にアクセスできます。簡単な

迅速な DAISYの書籍を提供する方法です。統

合されたこユースやウェブサイトが毎日アッ

プデートされます。

ライブラリから ζDフォーマッ トの書籍を

必ずしもチェックする必要はありません。ど

とにいても、誰でも電話をかけることができ

ます。電話 1回あたり 3パーツの値段で電話

ができます。乙のシステムは、タイにおいて

かなりうまく機能しています。まだ高速イン
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.:'・TABテレフオニーとは?

.デジタル録音隠書オンデマンド電話配信システム

.おもにつ-}レド ・ワイド・ウェブ・コンソーシアム
(W3C)の非独自仕様技術を使用

・2005年からタイ奮人協会 σAB)が弱始

• 183000件以上の利用(150の

令迅速かつ容易なOAISY図書配布方法

や統合型のニュースサイトを1時間ごとに更新

令官人関番館でデジタル録音函番 (OT8)やCO
を借りる必婆はない。

.:.・全国一律の通話料金 通話一

ハーツ J 
.:'・統合型の f盲人のた
タ-j

.~・年中無休の、中断される ことのない継続的な
サービス

・:・全校界で利用可能

・:・多言語サポート

。高俄なデジタル録音図書芸 (OTB)再生機器やみ
pcrま不要

。 OTB再生機穏やPGが.~婆な
やウヱブベースjOro

.::・ウェブベースの利用報告診察

.::・公平な利用のための示J.I'iJ制離方針(ー
!ま1・2時間)
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.A日レフオニーのスルVショット . 

C町mω噂dPort' 64 

，̂剥泌.'"貯' 歯

切除11'0停 制

掛""曲省tl1'"融合 812

h的制l""，時L臨仰§捕1.(J 

当d詣;

匂蘭凶官制自修幽糊I!aUl.却剛裕樹鑑曲広Z訟銀甥祖師測調園町切""嶋2・.. 諸積岬噛申・.. 鰯岬・... 瞬間軍拘錆際蕗

ターネットはそれほど普及していないのでと

ちらは大変うまく機能しています。

次のスライドに移ります。テレフオ二一の

スクリーンショットをお見せしたいと思うん

ですが、どのような形で機能しているかとい

うととです。乙れはサーバにアクセスしまし

て3，000以上のタイトルがサーバに収納され

ています。そして電話のインターフエースを

通じて同時に 150本まで受電をできるように

なっています。

| 一一…ωm??adi---J 
第 2段階として今後進むべき方向として

は、 DAISYの読み上げシステムをウェブベー

スで提供するものです。とれは rOpen2Read.

comJと呼んでおります。乙れはインターネッ

.~・ Open2Readと11?
• DAISY図書オンデマンドインターネット配信システ

.L.. 

• W3Cの最新技術

.タイ盲人協会 (TAB)が2012年に開始

・2000タイトル以上の図饗をインポート

・電話回線よりも俊治こ管賞 、引

令フルテキストのDAISY図書をインターネット

配信する迅速かつ容易な方法

.:. Pure HTML5及びJavaScript技術

や最新版ブラウ-!fIE9、Firefox、ChromeOS 
搭載PC、 MacOS、iOS、 Androidによるサ
ポート

令ウ工ブベースの管理ぐ

ト上の DAISYシステムです。最新技術である

ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム

(W3C) と、もちろん DAISYコンソーシアム

の技術を使ったものです。

これはタイの視覚障害者協会が行っている

もので今年から始まったプ口ジェクトです。

2，000以上のタイトルLこついて既に利用が可

能な状況となっていまして、音声は電話回線

より優れた音質を提供できます。フルテキス

ト、フルオーディオの DAISYコンテンツをイ

ンターネットから利用できます。
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l Open2Read.co叩ネfEEシサ.
制時、。附g合開減偶蹄/制"I.n.闘で無事専でおIltし〈だき同

期..噌脚糊瑚削剛'.鳥=・wゐ..帽U倫駒.~

・-町側恥._..“凶..

“" …山一…剛胸、~

・晶術踊倫噌A・欄i制岡

山

一……叫川、
向叫向山

η~別事. 

. :.・2見夜、ワーキンググループが存在

-障害/アクセシピリテイコミュニティや出版協会な
ど、多部門の専門家で構成。EPUBをタイにおける電
子出版の業界標準とするために活動中

.タイ宮人協会 (TABlによるウェブベースのDAISY
読み上げシステム (open2read.com)の開発ど調書寺
進行ーシステムの開発に成功

・3G+による高速インターネ・'!{，トの急速な発達r:~EPUB 
を国の標準規絡とし、電子脳級£アーカイピングを
義務付けるよう法律を改定

本倒
。イン，，.→dな匁2発術J管理

40 

そして、実際の技術ですが、 HTML5及び

JAVAスクリプトの技術を使っています。そ

して最新のブラウザにも対応しています。

Internet Explorer、Firefox，Google Chrome 

搭載の PC、そして MacOS，iOS，そして

Androidにも対応しています。乙れはウェブ

ベースでの管理となっています。

では知識革命への道について考えてみたい

と思います。

現在、タイにおいてはワーキンググループ

がありまして、さまざまな分野の専門家で構

成されたチームがあります。乙とには障害者

並びにアクセシビリティに関係するコミュニ

ティのメンバーも参加しています。また出版

業界の人も参加しておりまして、 EPUBを電子

書籍、電子出版の業界スタンダー ドにしよう

という取り組みを進めています。

乙のような取り組みは偶然にも TAB(タイ

盲人協会)によるウエブベースの DAISY読み

上げシステム、先ほどご紹介した Open2Read.

comの開発と同時進行でシステムの開発をし

ております。

そして高速インターネットが 3Gよりも先

の世代のもの、それから法制の変更によって

EPUBが国家の基準になり得るという動きが現

在進んでいます。電子出版及び電子書籍のアー

カイブに関する業界のスタンダードになると
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いう動きが進んでいます。障害者関係の皆様

方も積極的に参画していただくことによって、

より正常な形での情報へのアクセスができる

ものとなっています。

それを図で示したものが乙ちらです。「国家

緊急マルチ情報管理ハブ局 (NationalAgency 

for Emergency Multi Information Hub)J とい

うプロジェクトは、コールセンターがあり、

緊急コールを全国に発信します。すべてのメッ

セージが送信されます。皆さん、障害者の方

も含めて時宜を得た形で情報を受信すること

ができます。とれはディスパッチャ一、また、

コーjレトー力一、スー/¥ーバイザーと呼ばれ

る方、すべての関係者に情報が送られるとと

になります。

現在、緊急時においてはどのように障害者

の方たちに、 30箇所以上を思い出さなければ

ならないととがあるとしたら、どのようにし

て緊急時あるいは災害時に思い出すととが、

障害者の方はできるのでしょうか。ですから

とのような体制づくりについては政府機関の

助けのもとできちんと確立されたシステムを

作る必要があります。

全国規模のハブにおいては、知識の共有、

知識の管理センターが存在しています。これ

は緊急時、災害時の減災に関する情報センター

の方で行われています。そのコンテンツにつ

いては電子フォーマットで管理されており、

プラットフオームを超えた、また複数のプロ

トコル聞でそれぞれがコミュ二ケーションを

とれるようになっています。

マーカスさんが先ほどおっしゃったとお

り、私どもは最初からアクセシビリティを担

保する必要があります。ですが乙れは私並び

に私の同僚にとっては非常に困難な課題であ

り、私ども並びにエンドユーザーにとっても

困難な課題でありました。どのようにそれぞ

れのユーザーが緊急時に対応するのかという

マニュアルを作成するという作業は困難を極

めたわけです。最初の段階で DAISY、EPUBが

最良の方式なのか、読み上げ方式なのか、出

版方式なのか、最良のインクルーシブな知識

革命にとってのツールであるのかという乙と

について、当初は疑問がありました。
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乙ちらは希望を持ちつつもまだ課題にも直

面しているという写真です。気候変動が起と

り、北極、南極の永久凍土を解かしています。

海面が徐々に上昇しています。ですが私ども

もそのような動きとともに変革をもたらす乙

とはできるわけです。そしてユニバーサルデ、

ザインのもとで最良の知識を共有するととは

できます。DAISYコンソーシアムの場を通じ

て、また主要な出版業界を通じて、障害者が

インクルーシブな知識ベースの資源にアクセ

スをし、最終的にはすべての人を対象とした

インクルーシブな社会を作る乙とができると

考えています。

手遅れにならないうちに、今すぐ行動すべ

きです。

発表は以上です。どうもありがとうござい

ました。
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【東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支撮の課題】

人と防災未来センター主任研究員宇田川真之

東日本大震災の教司11と
知識アクセス支援の課題

公益法人ひょうご麓災記念21世紀研究機構

人と妨災朱来センター

字問川真之

人と防災未来センターの宇田川と申します。

話の内容は初めに阪神・淡路大震災と東日

本大震災の教訓、その後に障害のある方の情

報アクセスの問題についてお話ししたいと思

います。

まず私が所属します人と防災未来センター

ですが、阪神・淡路大震災を契機にできた機

関になります。一番の仕事は、 17年前の神

戸の地震の記録を残すというととをしていま

す。当時の市民が書いた日記であるとか写真

がなくならないように収集して保存していま

す。かつ、展示をして、お越しになった方々に、

神戸の地震がどんなものだったかをお伝えし

ていく乙とを一番の仕事にしています。展示

以外に、語り部さんといって当時、地震を体

験した方が直接お話で語るというととも行っ

ています。

-人と防災未来センターの紹介

・阪神淡路大震災、東日本大震災の教富11

2.障がい者の情報アクセス

・災害危険時の緊急情報

.平常時の啓発構報

・復旧・復興期の地域情報

どんな資料を収集しているかといいますと、

例えば阪神・淡路大震災当時、地震があった

後に被災したろう者が、手続きを役所でしょ

うと思っても手話通訳のいない役所では手続

きができませんでした。そういったとともあ

り、ど乙の役所に手話通訳がいますよという

ととをボランティアの方々が手書きの新聞を

作って配っていたので、す。わら半紙の手書き

の新聞です。そういった資料をなくならない

ように保存しています。あるいは視覚障害者

の方にとっては紙の墨字では読めませんので、

点字に起こしたものをボランティアの方々が

配っておられました。乙ういった貴重な資料

がきちんと後世に残るように、神戸の地震で

見えない方や聞とえない方、あるいは足腰の

弱い方にとってと、んな図ったととがあったか

をわかるように記録を残しています。
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はじめに
斗 「人と防災未来センターj紹介

Ir ~ :iii ~ 'f!;l' ~ ~ ti :;:_ :J- - A ";: ~ 9 j聴覚機密者数援 ニ ュース NO.5 

a・ YJ IfTA.t.UU~縁H04i!可街焦下 1ft} "戸ろうあハラス fAX!U'-UI.oas 

f(1II*.提 H;..術国鹿島tlAI'!'Jtll~窃!!1f1t!l:e:舗 "ι{m'~'HS01 

可話通認者糾・ま砿，

!?主 窃ぺ寸4室習到l幅|
a念 邑制 収III l綱引l'、=-FAXg，故障1;1.1~I 僻邑 ~Jta'tt)F:託22仰

， r旬ヌ".屠m・ニsースJi咽開…."fi山町

11!主主i;諜;ri
L器!?11

最近は障害のある方々の問題についても力

を入れております。先ほど、語り部さんが実

地体験を言葉で語って、お子さんに伝えてい

くという話をしました。言葉で伝える方法で

すと聞とえない方には当然わからないわけで

すが、最近、地域のろうの団体さんが手話で

自分の震災体験を語る動画を作られて DVDに

されています。とちらにお願いをして、館内

で流すようにしたいと準備しています。そう

するとろうの方は手話の語りで震災のととを

知るととができるようになります。

他にもさまざまな障害、肢体不自由の方、

内部障害の方、それから知的障害のお子さん、

それぞれ震災にどう備えたらいいかというと

とがあります。そうしたマニュアルをすべて

日本各地から収集して保存するというととを

行っています。お越しいただければ、資料室

にありますので、ご覧いただける状態になって

います。

乙うした資料の収集・展示の他にシンポ

ジウムを行っています。これは 3年前に地域

の聞とえない方、見えない方、知的障害のお

子さんに集まってもらって防災について話し

合ったシンポジウムです。とのときに今日お
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さまざまな障がい者
児のための防災マニュアル

越しの河村先生にファシリテーターをお願い

しまして、そのご縁で今日は私がお邪魔した

次第です。

我々は神戸の人間ですから、知識のベース

は 17年前におとった阪神・淡路大震災になり

ます。その教訓としてさまざまありましたが、

まとめられた考え方としては、震災に備える

には三つの要素があるとまとめられています。

一つが、自分たちで頑張るという自助とい

うもの。二つが、自分だけじゃなくて地域の

みんなでともに頑張る共助というもの。三番

目が、それを支える行政機関の公助というも

はじめに

」Jr (阪神淡路大震災の概要)
岨陣』

.都市直下型地震

地震への備え
古 (阪神淡路大震災の教訓)

宅島人的被害

・倒壊した建物や家異転倒による犠牲
(早朝の地震就寝中被害に)

・住宅密集地木造の古い住宅で死傷者が多い

→家呉国定・総麓化

睡輔
の。乙の三つをバランスよくやっていとうと

いう考え方があります。乙の三つは、どれか

がどれかに責任を押しつけ合うというもので

はなくて、三つがちゃんと仲よく協調し合っ

てやっていきましようというものです。

とれが、阪神・淡路大震災の教訓でした。

事務局からいただいた東日本大震災の教訓

というものがあります。東日本大震災の場合

には津波が特徴的な災害でした。

東北地方は昔から津波が何度も来ている地

域ですので、地域の方はある程度、津波につ

いては心構えがで、きていました。けれども今
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地震への備え
(阪神淡路大震災の教訓)

.救助

・地震直後に救出が必要だった人lま、
多くが、家族や近所の人達によって救助

II &:.ちづ、くりは、火災対策としても重要

・焼け止まりの6害IJは道路・空地など。

.狭い道路!ま、閉塞し、消妨活動等の妨げに。

潟公選S

1<1民

省担・
詩集

a・F血盟恥 i:弘司|
い一一一一一一一一 …一一一二竺竺照竺竺日竺努dU竺里 一一一戸一一一一一一一一

地震への備え

(阪神淡路大震災の教訓)

圃自助・共助・公助

-防災グッズを備える
・避難訓練(自宅、施設から)
・マニュアJレづ〈り
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東日本大震災
(概要:津波)

津波の観測状況(気象庁)} 

0絶手県

O宮械県
O福島鳳

東日本大震災
(1既要:津波趨上高)

東日本大震災

(概要:津波遡上高)



-東日窓大震災の教訓|と被災者への知識アクセス支援の課題

東日本大震災

品 (概要:津波による被害)

-t住民の避難行動

b
民

一
引
住

論
措

災
街

、ed

震
酎

制

大
る

叩山
本
す

，

日
割

東
に

年

等
泊
動

成

行
平
鍛遜

一応蹴
1)調査対象者

浩司手保‘宮扱県福島燃の治知絢岐で除向調書.G:

されている雀災管の方1!1U~
【む手属高田i名.'il媛県:385t..福島県阿1.)

2)鼠査方法
銀銭伎't返還~衡を紡悶L磁彼方式で策箇

{創立長が・tt.を持事院し演Iiに"".の拘られたカに
--l1li-答で回答をl!!録する方式〉

回の津波はそれ以上に高い津波が来てしまっ

た乙とに特徴があります。

画面上に東北の地図とそれに沿った 2本の

ラインが出ています。縦軸が津波の高さを表

現していまして、下に見えているラインが事

前に想定していた津波の高さです。乙んな津

波が来るのではないかと予想していた高さに

なります。それに対して実際来てしまった高

さが上のラインです。つまり備えてはいたの

ですが、予想以上に来てしまったという状態

になっています。その結果、津波がどとまで

陸に上がってきたかというのが、乙れも予想

より奥まで来てしまったわけです。乙れはあ

る町の、事前にととまで津波が来るだろうと

備えていたラインと、実際に来てしまったラ

インの比較です。備えていたよりも非常に奥

まで来てしまったという状態になっています。

とんな東北地方で、住民の方に津波が来た

ときにどのように行動しましたかという調査

を国が行っています。

そうすると、東北地方の方は、地震の揺れ

があった後に多くの方が津波は来ると予想し

ていらっしゃいました。その理由を間くと、

多くの方が答えた理由としては、地震の揺れ

が大きかったから、そして自分の今までの経

験や知識から津波が来ると思った。それから、

昔からの言い伝えなどを思い出して津波が来

ると考えた。つまり、揺れを感じて、揺れがあっ

たら津波が来るというととを事前に知識とし

て知っていた。だから津波が来ると思ったと

言う方が非常に多くなっています。この次に

多いのが、二番目の津波警報を聞いたからと

いうものになります。

乙れは気象庁が、津波が来そうな時に出す

情報になります。グラフは岩手県、宮城県、

福島県です。福島県の場合、東北の中では最

近津波がなかったものですから、アンケート

を見ると知識から津波が来ると思った人はあ

まり多くなく、むしろ警報に頼っている方が

多いという状況です。
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-東日本大震災の教訓と被災害への知識アクセス支援の課題

東日本大震災

(まとめ 1/2)

.被災のパターンと対策(情報系)

.避難なし、避難の途中、避難した先で

.大きな揺れを感じたら、避難する

聞過去の実体験のみを、過信しない

・ハザード空立立を過信しない、改善など

平常時の情報 I (回I I緊急時の情報(妨災教書、替発) J γR 
l (放送、通信)

・津波、地域情報の収集の継続など

一一一一一一一一… ω 一一一一一

東日本大震災

弘 (まとめ 2/2)
圃胆... 

・被災のパターンと対策
・避難した後に、また戻つよ(肪災教育、啓発)

・家族と、発災時の行動の取り決め

.携帯品の準備 !緊急時の情報 1

.移動中(車で通過中など).-=--

園出張・旅行者等への地域情報の提供

.業務中(消防団など)

・業務ルールの検討

教訓を言いますと、今日のテーマでもある

知識の習得というととに関しますと、事前に

揺れがあったら津波が来るというととをちゃ

んと知っておくのが非常に大事だというとと

になります。しかし、過去の体験だけにとら

われてしまいますと、かえって危険な場合が

あるのです。先ほど、東北の皆さんは津波が

来るとは思ってはいましたが、と乙まで来る

とは思っていなかったという状況があります。

そうすると事前の知識、揺れたら津波が来る

という知識は大丈夫ですけれども、それに加

えて、緊急時の情報をちゃんととるというと

とが大切になってきます。あるいは自分の知っ

ている体験だけでなく、もっと大昔のととま

でちゃんと勉強し、知識を取得する。とのこ

つが大事だという乙とが教訓と言えると患い

ます。

今日のテーマである知識の習得ですが、災

害の情報というのは三段階に分かれます。

一つが今日の主たるテーマである事前の知

識の習得という段階です。

二番目は災害が発生した段階の緊急的な情

報です。

三番目は災害が起こった後の生活の情報、

避難所での生活であるとか、とれからどんな

町に作り直していとうかという乙とを健常者

の方と閉じように、住んでいる町の情報を当

然知るというととです。またその保障の問題。

とのように三段階に分かれています。

との三つの種別についてご紹介していきた

いと思います。

まず最初に、災害が発生した段階での情報

についてお話したいと思います。

日本では津波が来そうなとき、大雨で川が

あふれそうなとき、役所の方から市民の皆さ

んに警報が出ますが、多くの場合、サイレン

であったり、防災無線のような音声であるこ

とが多いです。ですが、乙れでは聞とえない

方にはわからないという問題があります。そ

こで例えば淡路の聴覚者の方々は津波が来る
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-東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支援の課題

災害対策

(事前、応急、事後)

-事前の対応・啓発情報

・知識取得

・妨災訓練

・災害発生時の対応・緊急情報

・緊急情報保障

.避難、救出・安否確認

.災害後の生活情報

・避難所等での生活支援情報

.復興まちづくり情報

緊急情報

(避難勧告など)

緊急情報の保障

(聴覚障がい者むけFAX)

やさしい文章とイラスト鈴F脅した
FAX情報の発信

とき、津波がやってくるというととをその場

で大急ぎで手書きでファクスするというとと

をやっています。けれでもとれではその場所

で、手で書いていますので、時間がかかります。

乙れでは遅いので、現在、もっと早くできる

ようにあらかじめテンプレートを作ろうとい

う取り組みを進めています。やさしい日本語

と絵で、津波が来る、家が流される、だから

高いと乙ろに行ってくださいというととがわ

かるような絵を作っています。今は間乙えな

い方を対象にしていますが、例えば日本語に

あまり詳しくない様々な方に対しでも有効で

はないかと考えております。

また、とのような作業は決して発信する人

たちだけでは作りません。情報を受ける当事

者の方々と情報を発表する方々、あるいは絵

を描く方々、みんなが集まって話し合いをし

ながら作っています。

実は既に洪水の場合の絵と文字については

完成しています。去年の台風のときには、あ

る市役所が実際に市内のろうの方に公式情

報としてとのファクスで情報発信をしてくだ

さっています。

乙の活動で大事なととは、災害危険時の情

報保障でもありますが、それと同じくらい、

あるいはそれ以上大事なととは、あらかじめ、

地域の当事者の方と情報を発表する方が集っ

て話し合いをするということなのです。する

と、当事者の方は災害時にはとんな情報が来

るんた¥乙うしなくてはいけないんだと知る

ことができているのです。
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-東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支援の課題

現在私たちは、一番情報が届きにくいお年

を召したろうの方にちゃんと届けるととを主

目的にしているので、ファクスや絵を使って

いますが、恐らく時代が進めばDAISYのよう

な、それがオンラインで出るとか、そういっ

たととにつながっていくのではと期待してい

ます。今、ととに人の絵が描いてありまして、

ちゃんと気象情報を見ましようというととを

伝えていますが、との手の操作は手話で見る

という乙とを表現しようとしています。とう

いったことも動画で伝えられたらよりわかり

やすくなるはずです。ですから DAISYが平常

時の啓発情報のメディアから発展して、より

リアルタイム性が高くなったらとういったも

のがリアルタイムに届けられる時代が来るの

ではないかと期待しています。そのときには

とのイラストは手話や動簡になるかもしれま

せん。

とうした取り組みをしていますと、ある聴

覚障害の方たちの集いのことですが、そのと

きも難聴の方がおられたので要約筆記が入っ

ておられました。そのときの彼らが主張して

いたのは、「聴覚障害の方々は災害危険時に情

報が取りにくいので、危険にさらされるとと

があります。」しかし、一方で、「しかし情報

を早くもらえれば、私たちは体が動くので周

りの人たちを助けるととができます。」とのと

とです。情報さえもらえれば、私たちは誰か

を助ける乙とができるのですと、難聴の方が

おっしゃっています。自分たちが情報を欲し

いのは、もちろん自分たちが助かりたいとと

もありますが、同時に誰かを助けるという権

利も保障してほしいから情報保障を求めてい

るんですというととをおっしゃっていました。

とれが災害発生時の情報保障の話です。

次に、事前の情報の取得の話をしたいと思

います。

乙れから日本で非常に問題になる見通しの

ととがあります。それは、今回の東北の地震

を受けまして、今後、東海・東南海地方で同

じような地震が起とるのは確実と言われてい

ますので、国で、その地震が起きたらどんな

津波が来るかを、今、一生懸命計算しています。

8月下旬に公表される予定で、和歌山や静岡

や愛知など、どれくらいの津波がやってくる

かというととが公表されます。そうすると今

度は愛知、静岡の市町村ではうちの町は乙と

まで津波が入ってきますといった詳細な地図

を作って町の皆さんに配っていきます。

しかし、問題がいくつかあります。一つは

地図というものは見えない方には全くわかり

ません。見えない方は、どの場所がどとまで

来るかわかっていないのです。しかし、いつ

も自分が行く何とか福祉センターは大きな揺

れがあったら津波が 1mまで、来てしまうとい

うことがわかっていれば、全くわからない場

合とでは対応が違うわけです。あるいは仮に

新しい町に引っ越そうとした場合、見えない

方は聞とえない方と同じように情報取得の問

題ですが、移動が非常に困難です。そうする

とどとに住むかというのは重要な問題です。

けれども地図というものが全く読めないとい

う問題もあるのです。

-50 -



-東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支緩の課題

緊急情報の保障

込 (聴覚憶がい者むけ閃

• FAXのテンプレートを作成制 実四hbJZで23Jしてく疋さい'
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緊急情報の保障
(聴覚障がい者むけFAX)

• FAXの内容を

みんなで考えています

.ろう者

・イラストレーター

国県庁、気象台

など

緊急情報の保障
(聴覚障がい者むけFAX)
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昨年、洲本市役所から、台風鎮15号の!I;ll::、発信されています

一つの手法として、触る地図というのを作っ

ている取り組みがあります。とれは川が溢れ

た場合にどとまで水が浸水してしまうかとい

うととを布とかテープを貼って町を表現して

いる取り組みです。色合いを赤や緑で表現し

て非常にどぎつくしていて、弱視の方でも見

やすいように工夫した地図です。乙ういった

地図の取り組みが一つ。

最近、さまざまな問題があり、僕や何人か

が有効だと考えているのが DAISYを使う方法

です。苦声 DAISYになりますが、音声 DAISY

で視覚障害者に地理情報を伝えるという取り

組みになります。視覚障害者の方に話を間き

ますと、とりあえず一番知りたいのは自分た

ちが住んでいると乙ろはどうなるか、あるい

はよく使う駅や施設がどうなるかということ

になります。何丁目ならどうなるか、交通機

関で何とか駅なら何メートルになるかといっ

た電話帳のようなものがあれば便利じゃない

かという話になりました。それを普通の録音

テープや点字で表現しようとすると、非常に

検索性が悪いわけです。そ乙で DAISYです。

構造がありますので、電話帳のように、公共

施設で探す、よくいくショッピングセンター

で探すということも出来るのです。1章、 2章、

3章と下っていって、ダイエーか、イ卜ーヨー

力ドーか調べようとするには、 DAISYは構造

がありますので非常に便利になります。

【DAISYの音声}

震度応じた揺れの状況。高知市内の各地域

に置ける震度は......
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-東日本大震災の教訓!と被災者への知識アクセス支援の課題

緊急情報の保障

(聴覚障がい者むけFAX)

緊急情報の保障

(聴覚障がい者むけFAX)

i内容等 ;;;:;:ー〈刊乱闘;清福蕊1
.聴堂障害者むけ 何ßl;nø;ttι 翫さな初 霊 J盤~!I

留意事項の記載 :おおおーいペミ5 11
・前兆は視覚情報 !芯立佳品 l ~.)1
• FAX ;j，'lki.つい凪 ___n_ 1 

・露外行動など 12;rz;Z7.13弘官官 i

I ・具体的な記載 i 持って<l.!!ð~い 川町一 一

i 内水・外水の Z21tfjに・ x (UV 1 
I 2パターンの製作 I FAX'"""'At 

3 -1、力ミマチ、 3-2、コウチマチ、

3-3ミナミマチ、ナ力ノシマ、震度6強以

上......

乙の DAISY音声は、住所ごとに、そとが震

度いくつになるかというものを DAISYで表現

したものです。他にも、事前の啓発に DAISY

を使うものについては、河村先生がししブ、ツク、

本の形であるとか、浦河での防災マニュアル

の話をされたと思います。乙のように DAISY

を使って事前の啓発については大変有効だと

考えられています。

乙の DAISYによる効果ですが、一つは当然、

当事者の方々、浦河では精神障害の方々が知

識を持つという乙ともあります。それに加え

て大事なとととして、今画面でご覧いただい

ている写真は防災訓練の様子です。乙とに写っ

てらっしゃる方が当事者の方々ですが、との

ときはもう一つ、地域の住民の方々も一緒に

防災訓練に参加しています。さらにととでしゃ

べってらっしゃる方、とれは行政の方です。

つまり DAISYという もので知識を得た当事者

の方々が活動していく。最初は自助の活動だっ

たのが、やがて地域を巻き込んで共助になっ

ていき、役所を巻き込んで公助になりました。

知識を得るというととは自分の力にもなり

ますが、それによって地域を変えていく。そ

の力が障害者にもあるという、まさにそうし

た事例になっています。

最後、災害後の生活情報の話をしたいと思

います。乙れはまさに今なお東北地方では問

題になっている部分になります
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災害対策

込 (輔、応急、事後)
ーー ・事前の対応・啓発情報

.知識取得

・防災訓練

・災害発生時のます応・緊急情報

・緊急情報保障

・避難、救出・安否確認

覆災害後の生活情報

・避難所等での生活支援情報

.復興まちづくり情報

平常時の啓発情報

斗 (ハザードママ )

-h新しい津波ハザードマップが製作中

二.. aø:扇画一一ァI_~ì ! 今夏に公表予定

ta拶取甚菩ごそご門
ー っ品押../.1:醐 Ir;:~岬 一一一一一

災害が起きた後、避難所の生活、障害のあ

る方には非常に過酷です。見えない方にとっ

ては慣れない中で動きます。東北でも見えな

い方の避難所暮らしは大変で、そとを離脱す

る方が少なくありません。他の障害でもそう

です。透析の方、とりあえず津波は逃れまし

たが、透析が受けられずに、避難所に数日い

たら亡くなってしまったということがありま

した。非常に過酷な状態になります。

また東北では今、乙れから町をどう復興し

てい乙うかというのがテーマになっています。

そうした話し合いや、あるいは行政からの説

明などが、多く行われています。乙ういった

情報に当然、地域に住んでいる見えない方、

聞こえない方、あるいは移動しにくい方も知

る権利もありますし、意見を言う権利があり

ますが、なかなかそれが難しい問題がありま

す。

乙うした災害後の地域で何が有効なメディ

アかと言いますと、昔ながらのラジオがやは

り有効なんです。今ご覧いただいているのは

アンケートの結果ですが、震災の瞬間、津波

警報を何で間きましたかとアンケートをとり

ますと、全国的には、多分東京の皆さんとか

僕のような関西の人間はテレビが多いです。

ととろが被災地は全然違います。一番多いの

はラジオになります。さらには、災害が起き

てその後の東北の状況を何で知っていました

かというと、僕らは普通、テレビで知りますが、

現地の方は全く違います。一番がラジオにな

ります。

今日のテーマの I(Tで言うと昔ながらのメ
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平常時の啓発情報

(ハザードマップ)

t品珊開閉同iPiiL_ 同 噌

平常時の啓発情報
(ハザード、マップ)

平常時の啓発情報

(防災副読本)

• LLブ、ツク

叩A:T語語ニイムLA二戸J

胸刷

町 村，1'，'.1'

i '_n~'υ‘れ S

…制 I ~I…皿'一一均一時…….;，o......'<w叩昨一……叩叩山風1
.. ~w-.-.nv.;・ ・…'-'_1山一~I.IY>A" .. 帥

『山崎..(..，............刷 8叫 Z帥…，.... V-'...叫%問哨・"町一一".11J(n引 ............I....CI 比一明 e…》ー
すべての子どもに、防災教育を 2

【完持年n"，

e・"卑3肉"日

I lIl 子'~ J
室⑥ち..，‘a隆風会
【1/1獄1:引
鎗'!J!-o..-.白晶

デ、ィアではありますが、非常に単純な分だけ

災害には強いのです。それだけでなく、もう

一つすごくよいことがあります。ラジオはシ

ンプルなので、新しいラジオ局をつくる乙と

ができるのです。テレビ局をつくるのは非常

に大変ですが、新しいラジオ局をつくるのは

結構できます。実際、今回東北地方では、ほ

ぼすべての沿岸市町村で災害後にラジオ局が

新しくできています。しかもその単位が市町

村ごとに 1局ずつ作られているのです。テレ

ビでは無理な話です。

大事なことは、まず市町村ごとにできるの

で、非常に細かい地域の口ーカルな情報を出

せます。さらに大事なのは、との運営に市民

自らが参加できます。手づくりのラジオ局で

す。との長机が二つくらいあれば、施設は立

ち上がります。東京のメデ、イ アでは伝え切れ

ないような地域の視点、に立って、市民の回線

から自分たちの情報を出すととができる、そ

ういうメリットがあります。その中には、生

活情報として今日はどとの避難所で炊き出し

があります、躍災証明の発行はあさってから

南三陸で始まりますといった、非常にローカ

ルな情報を出すととができます。

とのラジオ局は市民が参加して行います。

実際に調査をしますと、多くの地域では NPO

などの地域の団体、あるいは個人の集まりが

運営をしています。

他の地域との連携も進んでいまして、関西

に視覚障害者向けの専用ラジオ局があります。

日本福祉放送と言いますが、そこでは被災地

のラジオ局と提携して被災地で、行っているう
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平常時の啓発情報

(妨災マニュアル)

;ぉ

平常時の啓発情報

(紡災マニュアル)

国立陣害者リハビリテーシヨノセンター

平常時の啓発情報

(防災マニュアル)

災害対策

(事前、応急、事後)

・事務の対応・啓発情報

・知識取得

・防災訓練

・災害発生時の対応・緊急情報

・緊急情報保障

圃避難、救出・安否確認

.災害後の生活情報

・避難所等での生活支援情報

.復興まちづくり情報
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復旧・復興期の防災情報

斗 (東北大震災での開局状況)

-E臨時災害放送局

復旧・復興期の防災情報
(臨時災害放送局とは)

.臨時災害放送局(法的位置づけ)

・免許主体:自治体(放送局長は首長)

.目的:災害被害の軽減

・免許発行:災害後に迅速に

.免許期間:通常2ヶ月

・放送局の形態:

・災害後に、自治体や地域市民・団休等が新しく開局

・既存のコミュニティFM局が転換(出力アップなど)

災害の被害程減のため‘盤時に被災自治体において園田局

ロ即日目

+
宮
守

-造問一
一
山
山
〈防

日

一

の
円

一

規
イ

一

郎
均

一

復
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一
豪

日
民
一
一
時

復

仁

一昨

復旧・復興期の防災情報

品 (コミュニティFM)
園田島

・2010年奄美豪雨

復18.復興期の防災情報

(臨時災害放送局とは)

.臨時災害放送局の位置づけ

・放送内容(災害被害の軽減のため)

・緊急情報(沿岸集落への避難勧告など)

.生活情報(給水場所、擢災証明、気象情報)

・地域の復興 / ぐ 多様な市民の

・放送局の形態 l 視点・参加
.災響後に、自治体や士Ifl民主nH皇・団体主事が新しく喜男渇

.既存のコミュニティFM局(出力アップなど)

制した桝州刷、らの儲活動 | 

復旧・復興期の紡災情報

弘 (運営榊岬篇)

・どこの人が、放送しているの?
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復旧・復興期の防災情報

(外部支援団体)

穂跡目。，崎吋ご，;，!! ~ -:-!!: 
耐叩←ー 叩一 一 向

tmm:l ....回ロlIIaIl3
幽邑却他沼 働制官官島 ""'" 

山 一四

総誌 ::::'~j . .~-一。
日現ロ置E 国調革盟国・2凪Aa=u ..... 以.

匁m・

復旧・復興期の妨災情報

仏 (マイノリティにょや放送)
園開晶

.フィリピンから、東北地方へのお嫁さん

ジオ放送の中身を全国の視覚障害の方に発信

しています。

あるいは神戸の長田区に iFMわいわい」と

いう局があります。乙の方々は被災地のマイ

ノリティの方々に情報発信を支援しています。

東北ではフィリピンなどからお嫁さんがい

らっしゃっています。そういう方々は障害の

ある方と同じマイノリティです。乙ういう方

の声はなかなか発信できません。大きいメディ

アではとても無理ですが、とういう方々が地

域のラジオであれば自分たちの声で発信でき

ます。乙の様子は YouTubeでも見られます。

その中に書いていますが、「日本に住んで日

本人のようになるととではなく、フィリピン

人として自分たちの言葉や文化、習慣に誇り

を持ちながら、乙の気仙沼という町で日本人

の家族とその文化や習慣を引き継ぎながら生

きていく」というととが書いてあります。そ

ういった地域のマイノリティの声をしっかり

と発信できるというととがラジオの一つの魅

力になるかと思います。

乙れを支援した iFMわいわい」ですが、私

も一緒に何度も活動しています。もともとは

17年前の阪神 ・淡路大震災を契機にできたラ

ジオ局です。乙乙に「ふつうのラジオ局と違

います」と書いてありますが、プログラムが

変わっています。例えば視覚障害者が毎週出

ます。 視覚障害の方の番組があります。ある

いは韓国語、 在日朝鮮人の方が番組を持って

います。その番組が毎週あります。つまり平

常時からしっかり地域の障害のある方、マイ

ノリティの方が声を出すととができる空間・

時聞が確保されています。公共電波の中で、行っ

ているのです。乙うした乙とが平常時にでき
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-東日本大震災の教訓と被災者への知識アクセス支援の課題

ているところが、災害が起きても恐らく強い

と思います。

li tfif-Frill 

FMわいわいも 17年前、災害後の生活情報

の話から始まりました。災害後の支援の情報

です。それが今は平常時にしっかり組み込ま

れています。そとまでいったなら、次の災害

のときはとの地域は強いでしょうし、今回話

したように東北の支援活動も行っています。

復旧・復興期の防災情報

斗 (マイノリティによる放送)
… 里哩k 一一一一一一一一一一_._.._
円10 @ 間一alf.':.t-t;)y問

! PINOYRAP 目掛町由民:K.... A:I:l~~r.( 

ij  i ~.，.，..， i 14，00 (!t 吋錯綜叩酎?以4・t「蜘:γ，ij]
14030 ⑧ 竺月

災害対策

(事前、応急、事後)

・事前の対応・啓発情報

・知識取得

・防災訓練

・災害発生時の対応・緊急情報

・緊急情報保障

.避難、救出・安否確認

・災害後の生活情報

・避難所等での生活支援情報

E 復興まちづくり情報

とのように、どれかバラバラになっている

わけではなく、長い年月をかけてしっかりと

地域のマイノリティの方々の声を出す機会を

とらえていって、それを確保し、出していく、

これが非常に大事だという話でございます。

以上で終わりにしたいと思います。ありが

とうございました。
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【質疑応答】

司会・

それでは、質疑応答というととで最後の 25

分、始めさせていただきたいと思います。マー

カスさんにたくさん質問がありました。

一番根本的なととろで、 EPUBとDAISYの

関係が今ひとつわかりません。 EPUB3.0の中

のオプションとして DAISYも使えるというと

とでしょうか?

次の質問が、課題として挙げられていたア

クセシビリティに焦点を絞ったオーサリング

ツーlレについての展望を具体的に聞かせてく

ださい。私は出版編集者ですが EPUB対応を

うたった既存の DTPツールでは、表示できる

だけの EPUBドキュメン卜は作れても、それ

も容易ではありませんが、機能する EPUBを

作るととの困難さに酔易しております、とい

う質問がございます。

それから、タッチパネル式のタブレツ卜端

末、スマートフォンは視覚障害者にとっては

非常に使いにくいです。凹凸がないのでどと

を押せばいいのか、クリックすればいいのか

わかりません。乙のようにある特定の障害者

にとって不便な端末がマーケット拡大してい

ることについてコメントをいただきたいとの

ととです。そして、また上記の欠点を補うツー

ルとして、 Siriというようなソフトのような、

高性能の音声ナビゲーションがあるが、との

ような機能は EPUB3に装備されているので

-質疑応答

しょうかという質問になります。

とこまででわかるととろを答えていただけ

ますか?

マーカス・ギリング@

最初のご質問は DAISYとEPUBの関係につ

いてだったと思います。プレゼンテーション

のときにうまく説明できなかったのは申し訳

ありません。

まず DAISYという組織は残ります。組織と

しての DAISYは大変重要な役割をまだ果たし

ています。乙の新しく発展して進化している

世界の中で重要な役割を果たしています。た

だ、 DAISYのフォーマットとして新しい主流

のEPUBが出てきております。ただ DAISYの

フォーマットは今後 EPUBに移行していくわ

けです。 DAISYとEPUBでフォーマットが一

緒になった。ですから主流となる EPUBは

DAISYのフォーマットの主な機能はすべて使

えます。 DAISYはEPUBの中のオプシヨンな

のかどうかという質問ですが、ある意味では

それはそのとおりです。 DAISYはオーディオ

オンリーかテキストオンリ一、そしてテキス

卜とオーディオ両方も可能です。 EPUBも同じ

です。ですから出版社は選ぶととができます。

つまり音声とテキス卜の同期を使うのか、あ

るいは先ほどの音声の合成と言いましたけれ

どもns、音声合成もある意味ではオプシヨ
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-質疑応答

ンです。ですから必ず必要だというものでは

ありません。しかし、ほかの DAISYの機能す

べて、アクセシビリティの DAISYの機能はす

べてオプシヨンとして EPUBフォーマットの

中にあります。

河村宏@

マーカスは IDPFとDAISYの両方の最高技

術責任者なので IDPFのととも説明しないとい

けないわけですが、私は DAISYの方の理事を

していますので、少し DAISYの方から付け加

えさせていただきます。

DAISY4というものが制作者用のソースコー

ドで存続します。 DAISY4は、それから EPUB3

を作り出す、あるいは DAISY3，DAISY2.02、

今使われている DAISY't:同じソースからコ

ンテンツを作って配布する。あるいは点字を

それから作り出す。そういう自的を持って

DAISY4というものがあり、最終的に消費者

の手元に届けるときには EPUB3という形に

なります。また昔からの DAISYプレーヤーし

か持っていない人には DAISY4のソースから

DAISY3、あるいは DAISY2.02のコンテンツを

提供できる。そういうととのためにソースファ

イルとしての DAISY4は存続するというふう

に考えていただきたいと思います。とれでい

いですね、マーカス?

マーカス・ギリン夕、'

はい、そうです。それについてはもう一つ

言いたいのですが、今までイ乍られたツールボッ

クスはとれからも残りますし、とれからも何

年もそれはサポートされます。MP3のオーディ

オフォーマッ卜と同じようなものです。新し

い、もっといいオーディオフォーマットに取っ

て代わられていますけれども MP3プレーヤー

はまだ残っています。 DAISYファイルも同じ

です。ライブラリとか他のプ口バイダなど

DAISYを使っているととろにとっては、もう

サポートされないという心配はありません。

ただ今後、インクルーシブな出版を作る際

にEPUB3がディス卜リビューションの手段と

して使われるととになると思います。ですか

ら制作について河村さんがおっしゃったよう

に、 DAISY4はソースフォーマットとして今後

も存続します。しかし EPUBファイルを作る

オプションは他にもあります。乙れだけに限っ

たものではありません。ソースフォーマット

としての DAISY4は、特にパラレルプロダク

ションに使えます。例えばeBookとDAISYブッ

ク、両方のアウトプットを同じソースで作り

たい場合に使えます。また、 DAISY4のXMし

に前のバージョンになかった日本語の文字が

サポー卜されているというととです。例えば

ルビが DAISY4には含まれます。 DAISY3には

とれはありませんでした。乙のように XMLで

ルビを入れるのにとんなに時聞がかかったの

はお詫び申し上げなければなりません。

次の質問はプロダクションについてです。

私の理解が正しければ説明が十分に理解でき

たかわからないのでお答えしてみたいと思い

ます。

プロダクションツールとして、プレゼンテー

ションで申し上げましたように、出版社やコ
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ンテンツプロバイダで EPUBを提供したい者

にとっては状況が変わっています。というの

は、 EPUBは社会的に DAISYより何倍も規模

が大きいからです。ですからたくさんのオプ

ションがあります。過去数ヶ月、例えば出版

ツールで世界中で一番人気があるのがアドビ

のInDesignだと患います。日本でもよく使わ

れていると聞いています。InDesignはパージヨ

ン6です。 1ヶ月前ぐらいだったと思います

が、 EPUBのサポートも含まれています。です

から現在出版社としては EPUB3がInDesign

だと言えるわけです。 DAISYはそうで、はなかっ

た。だから乙れはいいこユースです。

しかし、商業的なプロダクションツール、

アクセシビリティをサポートする上ではたく

さんのととが必要です。現在の InDesignのア

ウトプットは十分にアクセシビリティのある

eBookになるかもしれませんけれども、アク

セシビリティという意味では、またユニバー

サルコンテンツデザインという意味ではまだ

十分ではないかもしれません。 InDesignはユ

ニバーサルなデザインやアクセシビリティを

最初から念頭に入れてデザインされたもので

はありません。ですから、商業出版と DAISY、

両方にとって使いやすいシンプルなオーサリ

ングツールで EPUB3ファイルを作るものが必

要だと思います。InDesignとは違うアプロー

チをとっているものです。InDesignというの

はイメージ、レイアウト志向のツールで、フォ

ントにフォー力スしています。フォントのグ

ループです。しかしアクセシビリティという

意味では、構造とかセマンティクス、ナビゲー

-質疑応答

ション、オーディオ、他の側面が重要です。

乙れは一般の出版も同様ですし、防災情報の

提供も同じです。使いやすくてフレンドリー

なアクセシビリティを中心としたオーサリン

グツールが必要です。現在、世界ではそうい

うものはまだありません。ですから DAISYコ

ンソーシアムや関係者にとっては恐らくこ

れが最も重要な分野だと思います。 DAISYと

EPUBを統合するととでとれを成功させて、商

業出版自体をアクセシブルなものにするため

には、必要なツールがそろっていなければな

りません。質問にちゃんとお答えできたかど

うかわかりませんがお答えになりましたか?

最後のご質問はタブレットのユーザーイン

ターフェースのことでした。

EPUBをeBookのフォーマットにする際に

はタブレッ卜で読む乙ともできますしスマー

トフォンも使えます。コンビュータでもウ工

ブでも使えます。 eBookそのものは、ど乙で

読まれているかということは気にしません。

関係ないわけです。
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-質疑応答

今の質問ですが、ユーザーとして eBookを

使う際、もちろんデバイスと読み取りシステ

ムのアクセシビリティが必要です。完壁にア

クセシビリティのある eBookを持っていても、

読み取りシステムにアクセシビリティがなけ

れば使えないわけです。

現在のコンテンツとのユーザーのインタ

ラクションの仕方の発展ですが、タブレッ卜

のタッチセンサーやスマートフォンと強い関

連性があります。タッチパネルとのインタラ

クションをもっとユーザーフレンドリーにす

る研究は多く行われています。特に高齢者と

認知障害の方には専用の特別なユーザーイン

ターフェースが必要です。

PLEXTALKデバイスゃいろいろ他の方法が

ある乙とはご存じだと思います。とれは非常

に大きな手で、触ってわかるゴムのボタンでで

きています。スマートフォンなどのタブレッ

ト状のスクリーンでは高齢者の二一ズ、乙う

いった大きなゴムの手で触れるボタンを必要

としている高齢者のニーズに応えるととはで

きません。ですから専用のデバイスが必要に

なります。

また、スマートフォンとかタブレッ卜をほ

かのテクノ口ジーに接続できる必要性もあり

ます。例えばモンティエンさんは Bluetooth

のキーボード、を持っていてスマート フォンを

使っているのですよね?

モンティエン・ブンタン・

はい、タイプをするとき手を iPhoneの

タッチパネルで、アクセシビリティのある

ものを使えば時間がかかりますができます。

Bluetoothのキーボードですと普通のスピー

ドでタイプできます。 Bluetoothの点字のデ

バイスもあります。それをタブレットに接続

するととができます。

もう一つ、先ほど、 Siriというととが質問の

中にありました。乙れは音声制御のソフトで

す。人気のある最新のタブレッ卜、スマート

フォンに使われています。音声でコントロー

ルして EPUBを読むという考え方もそんな遠

い将来のととではありません。既に今、使え

たとしてもそんなに驚くととではありません。

タブレットやスマートフォンに話しかけて

ページをめくってもらうとか、音声合成をし

てもらうというととも、 言葉で言うととがで

きるかもしれません。ですから一部のユーザー

にとっては音声制御が指でコントロールする

代わりに使える可能性があると思います。

しかしととで大事な点は、音声のコントロー

ルとかいろいろなものがありますけれども、

いわゆる伝統的な高齢者向けの DAISYプレー
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ヤーは多くの人がまだ必要だと思います。

とれがユニバーサルデザインに関係すると

とろです。常に支援技術と合わせてユニバー

サルデザインについて話が出ます。情報社会

の世界に生きておりますので、障害者の権利

条約について考えるに当たってはユニバーサ

ルデザインと支援技術が両方合わさった形で

進まなければなりません。延々とは言いませ

んけれども、ある程度長い期間、今後も必要

となります。

司会.

お答えいただき、ありがとうございました。

加えて、ユニバーサルデザインにもブンタン

さんに触れていただきました、ありがとうご

ざいました。

あと 10分しかありませんが、お二人の方

に既に質問票を見せております。乙れだけは

答えておきたいというとと、宇田川さんと河

村さんの方でお答えいただければと思います。

宇田川ざんからお願いできますか7

字国川真之・

いただいた質問は、私の方で視覚障害の方

向けの話をした中で、相談をする相手を地域

の障害者団体の方にしてしまうと、障害者団

体は実態として高齢者の方が多いというとと

で、わかりやすく言えば DAISYとかの機器を

使っている人が少ない。結果、障害者団体か

ら二一ズを聞き取ると DAISYに対する要望が

少なくなって、結果的に DAISYの普及が遅れ

てしまうのではないかというご懸念の質問だ

-質疑応答

と理解しています。そのご懸念は、実態とし

てごもっともだと思います。

立場として、防災という立場に立った場合

には、二つの乙とを見る必要があります。今

まさに津波があったとき、亡くなるおそれが

ある方、乙の方に対する対策は絶対必要です。

一方で、乙れから時代が進んでいって地震は

30年後に来るかもしれません。それを見据え

て今からコツコツと将来のためにやっていく

対策も必要です。乙の両方をきちんとやらな

くてはいけないと思います。

先ほどろうの方の話もしました。ろうの方

でも若い方であれば携帯のメールを使います

のでファクスのニーズは少ないでしょう。け

れどもお年を召した方、逆に言うと、足腰が

弱くて理解しにくい方々、とちらの方はリス

クが高く、かつファクスを必要としています。

ではと乙で、ファクスはもういい、携帯メー

ルだけにしましょうよとは決して言いません

ね。それと同じところがあると思います。

両方やらなくてはいけないのですけれども、
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-貿易E応答

その中で、両方とも必要だと。その中で、先

ほどユニバーサルデザインの話がありました

が、将来を見据え、かつ今の問題に対応する

中で幅広くやっていく必要があると思います。

その場合、例えばさっきの話で言うと、視覚

障害者向けに地図情報をいかにして伝えるか

は根源的な問題で、あって、それをまず施設に

対して何メートルかというデータベース形式

にするというとと。乙れを最後に点字で表現

するか、録音テープで表現するか、対面朗読

にするか、または DAISYにするか。とれは最

後の末端の話です。さっきのユーザーインター

フエースの部分にかかってくると思います。

より本質的な部分でなるべくユニバーサルデ

ザインにして、そういった問題認識を行政と

か防災担当者に知ってもらう。とれらの本質

的な方に力を置くというととを考えています。

司会・

では、河村さんお願いします。

河村宏@

私に名指しで質問のあるものについてお答

えします。

インターネット上に DAISYコンテンツを

ウェブページとして作るととができますかと

いうととですが、ウェブページそのものとし

ては作るととはできないんですけれども、イ

ンターネットの上に置いておいて、そとにあ

るDAISYコンテンツを端末でプレーヤーで読

むことは十分できます。ですから必ずしも完

全にダウン口ードしなくても、少しず、つ送つ

てくる情報を DAISYのプレーヤーで再生する

とともできるし、ダウンロードして再生する

とともできます。

ですから Twitterとの連携やウエブ、ラジオの

開設ができるかということですが、 DAISYと

ウエブラジオ、あるいはワンセグ放送とは非

常に相性がいいと私は考えています。細かい

理由は省きますが、 SMIしという共通のベース

の上で音とテキス卜を連携できるので、テキ

ストでラジオを見たい人、それから音でラジ

オを聞きたい人を同時にサポートできる可能

性があるわけです。もしワンセグでやるとそ

乙に動画がつけられるので、ワンセグが可能

なととろでは動画による手話、あるいは動画

による避難路の図示、それに言葉での説明も

つけるというふうにすると、いろんな方にわ

かりやすくなると思います。

とういう形で EPUB3のコンテンツはもう一

つの質問も兼ねていますが、フォールバック

機能と言いまして、受け取っているデ、バイス、

見る装置が、例えば画面が小さいとか動画が

再生できないとか、いくつかの制約があると、

それに合わせて隈られた機能で見るととがで

きるというフォールバック機能というものが

あります。

ですから EPUB3で、作っておくと、どんなも

ので見ているかを自動的に対話をして、見て

いる人の装置に合わせて最適化された送信を

するととが可能なので、一つコンテンツを作っ

て、聞こえない人も見えない人も一緒に使え

るようなものを作っておくと、それがそれぞ

れの環境の中で最適な形で再生できるという
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優れた機能があるので、それを生かした病院

における事前の準備とか、学校の教室での防

災にそれを生かして、その子どもが今使える

デ、バイスを使って見るとか、それぞれその人

の条件に合った見方をするというのに合わせ

られる、非常に優れたフォーマットです。

とれは逆を言うと、デバイスに制約されま

せん。いろんなデバイス、携帯でもいいし、

iPadでもいいし、 PCでもいいし、あるいは家

のテレビでもいいのです。今はデジタルテレ

ビになっています。そういう非常に柔軟性に

富むのが、 EPUB3のコンテンツであるという

ふうに考えていただければと思います。

司会.

ありがとうございました。機器に依存しな

いというのはユニバーサルデザインにつなが

るかと思います。時聞がなくなってしまいま

したが、今回のキーワードの防災、 DAISY、

EPUB、ユニバーサルデザイン、その中でお話

をいただきました。

河村さん、最後に 1分でまとめをお願いし

ます。

河村宏.

ユニバーサルデザインというのは、誰かが

デザインしてみんなで使うのではなくて、み

んなが参加できるものであるととがユニバー

サルデザインである絶対条件です。つまり一

人ひとり、どんな条件の人も、災害というと

きに自分の命がかかっていることについて、

とういうととが必要だ、 ζれを発言できるし、

-質疑応答

そのニーズを満たすべく参加ができる。それ

を実現していくのがユニバーサルデザインの

防災なんだと。それを DAISYは推進していき

ますよというととをお伝えしたいと思います。
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