
ソフトウェア 
視覚障害者が印刷物の情報にアクセスできるようにする 

革新的なソリューション 

印刷物の情報の 
一番スマートなアクセス方法 

印刷物の情報への 
新しいアクセス方法 
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ソフトウェアの種類 

製品 説明 OS バージョン 

MS-Word 
用のメーカー 

MS-Wordへアドインし使用 
MS-Wordの原本の文書からテキストデータをエンコードし、
その文書にボイスアイコードを作成および挿入します。 

Windows 2000, 
XP, Vista, Win7 

MS-Word XP,  
2003 – 2010 

Adobe InDesign 
用のメーカー 

Adobe InDesignへアドインし使用 
Adobe InDesignの原本の文書からテキストデータをエンコー
ドし、その文書にボイスアイコードを作成および挿入 

Mac 
Windows 

Adobe InDesign 
CS3/4/5 

EDライター 

仮想プリンタードライバ。 
ユーザーが仮想プリンターのドライバを選択し、文書を印刷
すると自動的に原本の文書をエンコードし、文書にボイスア
イコードを挿入します。 
（イントラネットのドキュメントシステムに適用） 

Windows 2000, 
XP, Vista, Win7 

ウェブメーカー 

Active-Xプログラム。 
ウェブコンテンツからテキストデータをエンコードし、ユー
ザーがウェブサイトからその情報を印刷するとき、文書にボ
イスアイコードを挿入します。 

Windows 2000, 
XP, Vista, Win7 

Internet Explorer 
6.0 – 9.0 

サーバー 
用のメーカー 

ボイスアイエンコードライブラリファイルが自動的にmetaデ
ータをエンコードし、文書にボイスアイコードを作成するた
め、サーバーにインストールされています。 

Windows, 
Unix 
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MS-Word / Adobe InDesign用のメーカー 

機能 

ボイスアイ 
生成 

著作権保護
の設定 

• テキストデータをエン
コード 

• 内容を編集 
• 音声で確認 

ボイスアイコード
を挿入 

ボイスアイコードが挿入
された印刷物 

印刷 

作業 

公文書、添付文書、本、定期刊行物、パンフレット、カタログ、取扱説明書
など 

応用 

 原本の文書からテキストを抽出 

 テキストデータの圧縮、エンコード 

 挿入されるコードのテキストを編集 

 一回のクリックで二つのページのテキストを含む 

 ボイスアイコードを生成 

 自動的に、各ページまたは、すべてのページに 

 ボイスアイコードを挿入 

 著作権の保護機能 

 保護されたバーコードの内容は 

 コピー・送信することができない。 

 ボイスアイコードのサイズ、解像度、位置を調整 
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EDライター 

Document print on work process 

機能 

応用 

グループウェアを使用している政府や自治体から国民に配布す
る文書など 

作業 

EDライターを設置 
-仮称プリンター 

サイズと解像度を調節 
 
「編集機を使用」にチェック
を入れると、挿入されるボイ
スアイコードの内容を編集す
ることができます。 

EDライタープリン
ターを選択 

ボイスアイコードが
挿入された印刷物 

印刷 

 原本の文書からテキストを抽出 

 テキストデータの圧縮し・エンコード 

 コードに挿入されるテキストの編集 

 一回クリックで二つのページのテキストを含むボイスアイ

コードを作成 

 マウスを一回クリックして、テキストの2ページを含むボイ

スアイコードを作成する 

 自動的に、または他のすべてのページにボイスアイ

コードを挿入 

 EDライターが選択されていると、任意の操作なしにボイスア

イコードが文書に挿入されます。 

 著作権の保護機能 

 ボイスアイコードのサイズ、解像度、位置を調整 
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ウェブメーカー 

プログラムの提供 

政府のウェブサイト、新聞のウェブサイト、ポータルサイトなど。 

機能 

応用 

作業 

ユーザー 

ボイスアイ
モジュール 

ウェブ
サイト 

 ActiveXコントロールのCABファイルを提供 

 Webページ上の「ボイスアイ印刷」ボタンを追加 
 Webページのコンテンツからテキストを抽出 

 テキストデータを圧縮・エンコード 

 印刷するときに自動的に各ページにボイスアイコードを挿入 

2. Webページの情報がウェブメーカーのモ
ジュールに送信されます。 

3. ウェブメーカーはボイスアイコードを作成するために、
クライアントのPCにOCXソフトウェアとしてインストール

されます。 

1. ウェブページ上の「ボイスアイで印
刷」のボタンをクリックします。 

4. ウェブページのコンテンツがボイス
アイコードと一緒に出力されます。 
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Server用のメーカー 

ドキュメントシステム 

Meta Data DB 

ドキュメント（Bill) 
ボイスアイAPI 

ドキュメント（ID) 
ボイスアイAPI 

ボイスア
イコード
の生成 
エンジン 

Code  
Data 

Code 
Data 

コード 
フォルダー 

Bitmap イメージ 

Code 
Image Out 

Reporting 

Tool 

ボイスアイの
生成 

1 
2 

Reporting Meta Data Meta  
Data 

プリント 

ボイスアイ
コードが挿入
された印刷物 

請求書 

社会的な 

セキュリティー 

情報 

サーバー用のメーカーはボイスアイコードの生成エンジンと各サーバーのインターフェイスへの
APIモジュールが含まれています。このソリューションは、政府や企業のオンラインまたはオフラ
インの公式文書にボイスアイコードを印刷するためのドキュメントシステムにリンクすることがで
きます。 
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応用 

政府や自治体、電気代、証明書、契約書、略式判決文などのオンラインで提供されるドキュメント 

ライセンス 

製品 モジュール ライセンス 

サーバー用のメーカーの
パッケージ 

サーバーエンジン １つのサーバーの基準 

インターフェース 
アダプタ 

１つのインターフェースアダプタの基準 
(文書に別のボイスアイサービスを追加する場合) 

サポートOS 

モジュール Windows Unix/Linux JAVA 

サーバーエンジン 
DLL 

(Dynamic Link Library) 
Library 

JNI 
(Java Native Interface) 

インターフェースアダプタ DLL Library JNI 

Server用のメーカー 
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メーカーソフトウェア活性化のプロセス 

ユーザー 
ディストリビューター 

ボイスアイサーバー 

① 

② 

ディストリビュータは 
シリアルナンバーを購入 

ボイスアイは 
シリアルナンバーを提供 

③ ユーザーは 
シリアルナンバーを購入 

④ ディストリビュータは 
シリアルナンバーを提供 

⑤ 

ボイスアイメーカーを正式版に登録する時、
ボイスアイのサーバーはユーザーのMAC
アドレスとシリアルナンバーを自動的に収
集 

⑥ 
ライセンスキーをボイスアイ
サーバーからユーザーのPC

に自動的に提供 

 ボイスアイメーカーを正式版に登録する時、インタネットの連結が必要になります。 
 登録してからはインタネットの連結は必要ではありません。 
 一回、使われたシリアルナンバーは他のPCで使うことができません。 


