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１　任
ニンテンドー

天堂ＤＳiでのパソコン要約筆記

　今回はＤＳｉ（ＤＳライトの新バージョンで、無線

L
ラン

AN 機能を搭
とうさい

載）を用いた要約筆記についてご紹介し

ます。

　福祉フェスティバルや聴覚障がい者を対象とした大規

模イベントでは、大スクリーンを使って要約筆記や手話

通訳を配置するなど、聴覚障がい者の情報保障に配慮す

ることで、聴覚障がい者も楽しくイベントに参加するこ

とができます。

　しかし、残念ながら、会場や予算の関係もあり、いつ

でもこのような環境が用意されているわけではありませ

ん。また、簡単な打ち合わせや会議では、わざわざスク

リーンを準備するのは手間がかかる、という問題があり

ます。

　スクリーンなしで、もっと手軽な方法で、パソコン要

約筆記を活用してイベントを楽しみたい、会議や打ち合

わせの内容を理解したいという方もおられると思いま

す。それらの解決策のひとつになるのが、携帯ゲーム機

を使った要約筆記です。

　現在、携帯ゲーム機でパソコン要約筆記が利用できる

ことが確認されているのは任天堂ＤＳ i と、ソニーのＰ

ＳＰの２つです。ＤＳライトの場合には専用のカート

リッジ（約 3,800 円）をセットすれば、ＤＳｉと同様

に利用することができます。実は無線機能とネットブラ

ウザが搭載されているものなら、どのような機器もＯＫ

なので、ゲーム機でなくても、i
アイポッド

Pod t
タッチ

ouch、i
アイフォン

Phone、ネッ

トブックなどでもパソコン要約筆記を利用することがで

きます。しかし携帯性や置きやすさ、見易
やす

さ、バッテリー

の持ちなど、総合的に考えると、ＤＳｉがいちばんお勧
すす

めだと思います。

　話題がちょっとそれますが、阪
はんなん

南大学では多人数講義

において、ＤＳ i を使って教育効果の向上に取り組んで

います。要約筆記とは違うのですが、アンケートの集計

や小テストなどに活用し、なんと約 250 台のＤＳ i を

学生さんたちが使っているとのことです。（すごいです

ね！）この取り組みの名称は「ポータブル H
ヒント

InT」と呼

ばれ、防衛省の方も関心を示しているそうです。（詳し

くは、ネットで「ポータブル HInT」と検索すると詳
しょうさい

細

記事が出ます）

　http://www.hannan-u.ac.jp/news/2009

� /st9plj000000b80r.html

２　なぜＤＳi要約筆記？

　さて、それではＤＳ i の要約筆記について詳細に取り

上げたいと思います。私たちは、以下の理由からＤＳ i

を積極的に採用しています。

１．小型で、折りたたみ式になっているので、どこにでも

置きやすいこと。

携帯ゲーム機を使った聴覚障がい者の新しいコミュニケーション技術

　第２回「Ｄ
ディーエス

Ｓを使った様々な活用例—D
ディーエスアイ

S i でパソコン要約筆記」

ネットブラウザ搭載機器であればどれでも要約筆記可能

打ち合わせでＤＳ筆談要約筆記
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２．無料でネットブラウザをダウンロードできること。

３．通信がこれまでのバージョンよりも安定していること。

４．筆談で要約筆記ができること、タッチペンで操作しや

すいこと。

…などです。わたしたちは、このような特性を生かして、

どのような場面でＤＳｉが活用できるのか、いろいろと

考え、そして実践してきました。その活用場面は以下の通

りです。

・会社での打ち合わせ、会議

・セミナー（勉強会）

・パーティ、演劇

・イベントの発表会

・地元の学校の授業　など

　聴覚障がい者の情報保障のひとつとして、あらゆる分

野で要約筆記が必要とされていることが、今までの活用

場面から実感できました。人数分のＤＳｉと１台のパソ

コン、１台のルータさえあれば、いつ、どこでもパソコン

要約筆記をすることができます。

３　ＤＳiで要約筆記をするために
　ＤＳ i 要約筆記の概

がいよう

要は理解できた、でもどうやった

らできるの？という方もきっと多いかと思います。

　基本的な仕組みとしては、パソコンの要約筆記ソフト

を使って、表示内容をＤＳ i に無線で飛ばすというもの

ですから、パソコン、ネットの知識が必要になります。

しかし最近の技術の進展で、ワンタッチボタンで設定が

できるなど、簡単になりつつありますので、最低限の知

識さえあれば、ほとんどの人が使用できるのではないか

と思います。

　ＤＳ i でパソコン要約筆記をするためには、まずは

Windows 搭載のパソコン、要約筆記ソフト、ルータ、

ＤＳｉ本体の４つが必要になります。以下に、お勧めの

機器やソフトを整理しました。

1．Windows 搭載のパソコンは、よほど古いものではな
い限りＯＫです。

　ゆうあいで確認しているのはWindowsXP、Vista の２

つです。10月 22日にWindows ７が発売されましたが、

これも可能です。

2．要約筆記ソフトは、主にわたしたちが採用してい
るのは「ミルタイプ」というソフトです。比較的簡単

に設定ができるというのがその理由です。二人以上

で協力して要約筆記をするなら、「I
アイピートーク

Ptalk」や「IPtalk�

Broadcaster」がよいと思います。

　現在、いずれも無料でダウンロードできます。ネット

で検索すればすぐに見つかりますのでご活用ください。

3．ルータは、設定がしやすいという理由から、わたし
たちは、バッファロー社のものを使用しています。

　種類はどれでもよいのですが、ワンタッチで無線

LAN をつなげられる「ＡＯＳＳ」ボタンがあるものを

推
すいしょう

奨しています。これは、ボタンを押すだけで、自動的

にパソコン、ＤＳ i と接続の設定が完了するというもの

です。

4．ＤＳ i 本体は、購入時にはネットブラウザのソフト
が入っていません。これは無料でダウンロードできます。

ＤＳ i本体の中にある、基本ソフト「ニンテンドーＤＳ i

ショップ」から「ＤＳ i ウェア無料」の中にある「ニン

テンドーＤＳ iブラウザー」からダウンロードできます。

　以上、一通り説明しましたが、実際にはまず、パソコ

ンとルータをワンタッチで設定完了（他のメーカーにも

同じような機能があります。ＮＥＣはらくらく無線ス

ミルタイプ（左）と IPtalk Broadcaster（右）

ＤＳｉ要約筆記に必要な機器（パソコン、ルータ、DSi本体）
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タートなど）してから、ルータとＤＳ i を同じ方法で設

定完了させます。

　次に、パソコン側で要約筆記ソフトを立ち上げ、後は

指定されたアドレスをＤＳ i のネットブラウザに打ち込

むだけで、ＤＳ要約筆記をすることが可能になります。

　もうひとつ、ＤＳはインターネットがつながっている

かどうかを起動時に確認します。インターネットがつ

ながっていない環境では、「IPtalk Broadcaster」の機能

「Nintendo-DS ローカルアクセスサポート」を使って接

続します。

（http://itbc.yokochou.com/guide/archive.html

　　　　　　　　　 「インターネット無しでＤＳ字幕」）

４　ＤＳi要約筆記の可能性
　わたしたちは、スクリーンなしの会場で、手話通訳者

とＤＳ i 要約筆記の両方を試す機会がありました。

　個人的な感想になりますが、手話を見て分からないと

ころ、見落としたところがあっても、ＤＳ i を見て、分

からなかった部分を要約筆記がカバーしてくれるので心

強かったです。

　手話と要約筆記、この２つはいずれかがあればよい、

ということではなく、お互いにカバーしあうことができ

る関係だと強く感じました。

　演劇で要約筆記というのは、まだあまり聞いたことが

ないかもしれませんが、これも今後の可能性を感じさせ

る分野です。ろう学校などの演劇では、登場人物が手話

を使い、スクリーンに要約筆記が全体投影される場合が

多いです。しかし逆に、健聴者が出演する一般的な演劇

では、要約筆記の全体投影や手話通訳など、ないのがあ

たりまえです。

　わたしの地元（島根県松江市）で活躍している劇団あ

しぶえさんは、バリアフリーに関しいろいろな試みをし

ています。以前、聴覚障がい者のお客さんが来られたこ

とがあり、演劇に手話通訳を取り入れました。聴覚障が

いの観客がそれを見てとても感動していたそうです。

　その後、私たちの働きかけで、「セロ弾きのゴーシュ」

（原作・宮沢賢治）の舞台において、ＤＳ i の要約筆記

が使われる機会がありました。

　舞台の場合には、演出のこともあり、手話通訳やスク

リーンの設置は、相当、慎重に考えないといけません。

その点、聴覚障がい者のみが字幕を見る、ＤＳｉ字幕は

うってつけです。事前に台本をパソコンに入れておけば、

かなり正確に、出演者の台
せりふ

詞を、ぴったりのタイミング

で見ることができます。

　なお、難点を言えば、ＤＳ i が手元にあるため、要約

筆記を確認するためにいったん、ＤＳ i の画面へ目を向

ける必要があります。

　そのため、その間に次のシーンを見逃すことがあるの

です。今後の課題のひとつですが、それを解消するため

には、ＤＳ i を舞台とほぼ同じ高さの目線で見られるよ

うに、ＤＳ i をおける専用のスタンドをつくるなどすれ

ば、舞台とＤＳ i 画面の視線移動が少なくなり、字幕映

画と同じように違和感なく演劇を楽しめるのではないか

と思います。

　以上、ＤＳ i を使った要約筆記についてご紹介しまし

た。やはり要約筆記は、手話通訳と同じように聴覚障が

い者の情報保障として、切っても切れない関係であるこ

とを痛感しました。音声を文字にする方法をあらゆると

ころで実施すれば、それだけで確実に聴覚障がい者の負

担が軽くなります。

　次回は携帯ゲーム機を使っ

た 聴 覚 障 が い 者 の 新 し い コ

ミュニケーション技術シリー

ズの最終回として、わたした

ちの様々な取組みをご紹介し

ます。

演劇の練習でＤＳi要約筆記を体験
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