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北海道石狩市が全国でトップを切って手話言

語条例を制定するなど積極的です。

フェイス・根橋　最近、BS放送やCS放送の

事業者からの問い合わせが増えてきています。

字幕を付ける方法とか、コストはいくらかなど、

実施するための内容です。

UDアドバイザー・松森　羽田空港などで店

舗運営を行う羽田エアポートエンタープライ

ズ社で、今年度より接客手話の指導をしてい

ます。また、羽田空港のグループ会社約14社

の全社員を対象にした手話の研修も始まりま

した。多言語対応の一つとして手話に関心を

寄せていただける企業が増えています。

――　松森さんは近所の主婦仲間と「井戸端

手話の会」を長く続けられています。

松森　そうなんです、ママ友ですね（笑）。

「手話」を「てばなし」と読んだ時代

――　今回の研究会で注目したいことは、「指

針の名称変更や前文に趣旨の説明をする部分

を追加すべき」という議論があったことです。そ

の中で「障害者権利条約の批准に向けた国

内法整備の一環として改正された障害者基本

法や、それを受けて制定された障害者差別解

消法に鑑み、障害者を含むすべての人が放送

によるすべての情報にアクセスできるという観

点から、『放送分野における情報アクセシビリ

ティに関する指針』とすることが考えられる」と

いう方向性が議論されています。皆さんはどん

な変化を実感していますか。

大阪入力・塩浜（ビデオ会議で参加）　忙し

くなりました（笑）。パソコン要約筆記を情報

伝達手段の一つとして考える企業や団体が増

えたことから、多くの声をかけていただいて

います。また、司法関係からの依頼も増えて

きています。

手話通訳士・森本　各地で手話通訳の取り

組みが広がってきています。特に手話言語条

例を制定する自治体が増え、これまで大都市

中心だった動きから、ローカルに注目したい

取り組みが出てきています。例えば、鳥取県、

総務省は、平成30（2018）年度以降の字幕放送、解説放送などの普及目標を定めた新たな
行政指針の策定などを目的とする「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」を、昨年
9月から12月までに4回開催し、報告書をまとめた。この研究会で、民放キー局系BS局
やローカル局の目標が議論されたが、事業者側からはコスト負担と人材確保の困難さが
指摘された。そこで、障害当事者と情報保障に取り組む関係者に集まってもらった。

手話通訳や字幕入力の人材不足
「こんな着眼で解消できる」
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話すと、その学生たちが「手話通訳が付くの、

かっこいい!」と言ったのです。大きな変化を

感じました。

次の「行政指針」への期待

――　字幕放送や手話放送について研究会

で議論が進んできています。

森本　これまでの行政指針では、対象となる

放送時間が朝7時から24時まででしたが、こ

れでは聴覚障害者は深夜や早朝の番組は見る

なと言われているのと同じです。放送局の事

情を考えてのことだとは思いますが、これは

無くしてほしい。また、私の勤務する聴覚障

害児施設の子供たちは2つの学校に通ってい

ます。7時過ぎに施設を出発する子供は字幕

付きのニュースを見られますが、6時半に出

発する子供は字幕無しのニュースしか見られ

ません。7時まで字幕放送しなくてもいいと

いう行政指針は腑に落ちません。

松森　北のミサイル発射が早朝にあった時、

ニュースで菅官房長官の会見があったのです

が、字幕も手話もありませんでした。こうし

た緊急時の対応も考えてもらいたいのです。

塩浜　例えば、12月3日放送の『M-1グラン

プリ』ですが、翌日の学校や職場で『M-1グラ

ンプリ』が話題になったとき、内容が知りたく

ても字幕も手話もなくわからないために仲間

の会話に入れないのです。こうしたことが、

コミュニケーションにとって大事だと考えて

います。

根橋　私は15年ほど字幕制作に関わってきた

ので、放送局関係者と向き合ってきました。

最近の様子を一言で言えば、「大きく変わっ

てきた」という実感です。2011年の東日本大

震災ではキー局が昼夜を問わず字幕対応をし

ていましたし、2016年4月の熊本地震の後で

は、ローカル局からも災害時の字幕対応につ

いての問い合わせが多くなりました。また、

独立U局の技術者の集まりで字幕放送の説明

を求められるなど、関心の度合いが違ってき

ていると感じます。

フェイス・渕上　ローカル局の取り組みでは、

リアルタイム字幕送出装置を導入する所が少

しずつ増えてきています。また、ここに来て

スマートフォンなどで音声認識技術への関心

が高くなってきていますので、字幕制作にも

良い影響が現れると期待しています。

人材育成の問題に潜む課題

――　手話通訳や字幕制作の人材がいないと

15年になります。5～10人ぐらいが毎週月曜

に集まって、手話で井戸端会議をワイワイと

楽しんでいます。お母さんたちも子供が大き

くなって働き出しているので、その職場で手

話ができるスタッフとして重宝されたり、

2012年からは地域の小学校で手話の出前講

座もしています。子供たちも手話に興味を持

ち、卒業式で自分の夢を「手話通訳士になる」

と発表する子や、手話や聴覚障害をテーマに

弁論大会に出るケースも生まれています。

森本　うれしいですね。私が手話を始めたの

は大学生からで、もう40年ほど前になります。

当時の思い出ですが、大学の手話サークルで

上野動物公園に行った時のことです。はぐれ

た仲間がいたので園内アナウンスで呼び出し

てもらったのですが、この時のアナウンスが

耳に残っています。手話サークルを「てばな

しサークル」と読まれたのです。事ほどさよう

な存在が当時の「手話」だったのです。

　もう一つ、三十数年前、大学の卒業式で一

緒に卒業する友人のために手話通訳をしたい

と大学に相談したら、認められるまで長時間

かかったのですが、今教えている大学の聴覚

障害学生の卒業式では二つ返事でOKでした。

さらに、手話通訳として前列正面に立った際、

前列の聞こえる学生に「見づらくなるけど」と

吉井 勇
本誌編集部

進行

塩浜ひろみ氏

要約筆記 大阪入力

代表取締役 根橋貴文氏 常務取締役 渕上和利氏 

字幕入力 株式会社フェイス
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いう指摘が総務省の研究会でありました。厚労

大臣公認の資格を持たれている森本さん、現

状を教えてください。

森本　手話通訳士の資格ですが、試験が年に

1回行われます。これまで29回行われてきま

したが、合格者は4,000人に達していません。

この資格制度が始まった時、10年間で4,000

人が目標でしたので、現実は30年近くになっ

ても実現できていないのです。もう一つの問

題は、東京や大阪に人材が集中し、地方では

圧倒的に少ないことです。

――　県や市で手話通訳の登録があり、人数

は多いように聞いています。

森本　それは、都道府県や市区町村が認定し

ている手話通訳者、手話奉仕員という資格で、

医療や学校などの生活に密着した手話通訳を

しています。合わせても2万人弱で決して多

くはありません。

――　パソコン要約筆記はどうですか。

塩浜　まず、84時間の講習を修了して受験資

格を得て、年に1回の試験に臨むという仕組

みです。地域では2000年からの17年間で

500人ほどが修了されていますが、登録者は

200人ほどです。実際に現場で活躍できる実

力のある人は多く見ても20～50人程度です。

これから腕を磨く方を入れて150～200人の

規模にしていくことが目標ですから、全国的

にはもっと厳しい状況です。

――　要約筆記も手話通訳と同じで、人材が

偏っていることが問題ですか。

塩浜　それを乗り越えるための課題として、

要約筆記の必要性を語る講師役はたくさんい

るのですが、必要な技能を教えられる人が少

ないことがあります。タイピングや要約がで

きても、話し手、聞き手の場面に合わせたニ

ーズを整理し、伝える優先順位をつけるとい

うポイントを含めて教えられる人が必要です。

森本　手話通訳のニーズは高まってきていま

す。でも問題は、その技能を持っていても採

用が少ないことです。手話通訳士の養成は公

的なカリキュラムがなく、大半がボランティ

アレベルです。コンスタントに雇用してくれ

る企業や自治体、教育機関などがあれば、養

成もさらに必要になり、もっと聴覚障害者が

暮しやすくなると考えています。

塩浜　要約筆記も同様に仕事として成り立っ

ていないため、パソコンが打てる能力のある

人材を育てても就職してしまい、集まらない

というジレンマがあります。

森本　アメリカなどでは、聴覚に障害のある

学生の学びを支援する制度があり、その教育

に連動して専門の手話通訳士を養成する体制

があります。医学部であれば患者のサポート

で高度な専門知識を理解して伝える役割を担

――　リアルタイム字幕制作事業を展開されていますが、現在の

態勢を構築するに至った背景からお聞かせください。

渕上　字幕放送の普及は重要な社会的課題です。正確で、しか

も送出スピードを向上させ、要約技術を適正化させねばなりませ

ん。一方で、各局は毎日発生する制作費用をいかに抑えるかに頭

を悩ませています。設備投資を抑制し、なおかつ有事対応を含む

さまざまな制作ニーズに柔軟に対応することが求められます。し

かし、優れた字幕オペレータを育てるには長期にわたる教育訓練

が必要ですから、どうしても一定の投資が必要になる。つまり、

完全にヒューマンスキルにだけ頼る方法では字幕のコスト低減は

難しいのです。そこで弊社は、「修正ありき」という考えから出

発し、コストパフォーマンスに優れた汎用的音声認識技術を敢え

て導入、さらにオペレータの特段の熟練を必要としないソフトウ

ェアを自社開発し、その上でコンテンツの種類や字幕量に応じて

修正人員の最適化を図ることにしたのです。

――　具体的な仕組みはどのようなものですか。

渕上　字幕にする音声をリスピーク（追従復唱）し、それを音声

認識でテキスト化します。これは一般的な音声認識技術を用いた

字幕制作方法なので、それだけでは当然間違いを含んでいますか

ら、文章校正を効率的かつ正確に、しかも簡単に行うためのシス

テムを開発したのです。一般的なJISキーボードを使い、短期習

得プログラムを構築した結果、弊社の字幕制作センター周辺にお

住まいのパートタイマーさんを戦力に、しっかりとした運用体制

をつくり上げることができました。地元密着型の制作態勢なので、

大地震など有事の際の急な召集にも対応でき、弊社として社会

的な責任を果たす上で助かっています。

――　リアルタイム字幕制作の今後に向け、どのように取り組むお

つもりですか。

渕上　二点あります。第一は、先程お話した自社開発システムの

改良です。これはスタンドアローンなので拠点構築が容易です。制

作部門と技術部門を併せ持つ強みを生かし、より優れたソリューシ

ョンにしていきます。第二は、字幕オペレータという重要なヒュー

マンリソースをいかに効率的に育成するかという課題への取り組み

です。主婦はもとより社会の広範な領域でリスピークや修正に長け

株式会社フェイス 渕上和利常務取締役に聞く

リアルタイム字幕制作態勢構築の背景と今後
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うことができるのです。

松森　こんな取り組みが日本で始まっていま

す。群馬大学と日本財団が取り組む「学術手

話通訳に対応した通訳者の養成」プロジェク

トで、若い学生たちに手話を技能として教え

るだけでなく、手話の文化的な背景も理解し

てもらう手話学の研究も行うというものです。

――　手話通訳にしても要約筆記にしても、誇

りを持って仕事ができる環境と体制づくりが必

要です。この問題を深める誌上討論を別な機

会にお願いしたいと考えています。

音声認識技術による
リスピーク方式リアルタイム字幕

――　フェイスのリアルタイム字幕制作事業に

ついて教えてください。

根橋　テレビ放送はニュースやスポーツの生

放送がますます大事になってきます。これら

生放送に字幕をどう付けていくか。このリア

ルタイム字幕制作の分野では、先行する事業

者もあり、後発組のフェイスとしてどうする

のがいいのか、いろいろと考えました。そこ

で注目したのが音声認識技術です。放送局か

らインターネット回線で映像と音声を送って

もらい、弊社の松戸字幕センター（千葉県松

戸市）でリアルタイムに変換して字幕データ

を作り、インターネット回線で放送局へ送り

返し、電波に乗せて放送するという仕組みで

す。

渕上　リアルタイム字幕制作の概要を示した

〔図〕がありますが、放送局から送られてくる

音声をそのまま音声認識にかけるのではなく、

リスピーカーが音声内容を聞きながら音声認

識しやすくリスピークした形にするプロセスを

入れた「リスピーク方式」という仕組みです。

森本　このリスピーク方式は、NHKの大相撲

中継で採用されていますが、以前に見学した

ことがあります。アナウンサーがリスピークし

た音声を認識させて文字に変換するのです

が、その際の変換ミスを編集して送り出して

いました。

根橋　そのとおりです。ただ、弊社のリスピ

ーカーはアナウンサーではなく、研修を受け

た若手社員が担当しています。変換した文字

データのチェックと修正はパートの主婦たち

が頑張っています。こうした修正ができるよ

うにするために3カ月ほどの研修を行ってい

ます。

松森　リアルタイム字幕は遅延があります

が、どの程度ですか。

渕上　音声認識ソフトの認識率や字幕量にも

よりますが、リスピークで約1秒、修正に4秒

から6秒、それを終えたら放送局に字幕デー

〔図〕 フェイスのリアルタイム字幕制作の概要〔図〕 フェイスのリアルタイム字幕制作の概要

制作

た人材、ともに働く新たな仲間を探していきたいと思っています。

――　ローカル局でのリアルタイム字幕ニーズに対してもご支援い

ただけますか。

渕上　これは特にしっかり対応したいと考えているところです。

まず各局のほぼ同時刻に放送されるニュースに対応できるよう

な、スポット対応可能な少人数での多拠点展開を図っていきます。

拠点としては、放送局内や新たに立ち上げる字幕制作センターを

想定しています。制作スタッフとしては聞き取り、キーボード操

作や発声にたけた幅広い業種の方を発掘し、力を発揮していただ

く。研修を2～3カ月受けていただきますが、弊社の経験と各地

の多様な才能が組み合わされば、短期間で立派なリアルタイム制

作拠点を立ち上げられると信じています。生放送字幕をお考えの

場合、どうぞお気軽にご相談ください。

――　ありがとうございました。
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タとして送信しますが、放送局に届いた字幕

データは一定時間表示されるように整理して

放送するので、おおよそ7秒から10秒程度に

なります。

森本　NHKの大相撲の場合、私が見学した

時は修正担当が1人でした。フェイスさんは何

人ですか。

根橋　4人体制です。その理由は、ニュース

番組なので多様な分野が話題となり、字幕変

換の辞書が重要です。そのために膨大なデー

タを集める必要がありますが、それにはコス

トが必要です。大相撲は用語が限定できます

ので、音声認識率も高くなり修正もそれほど

多くないからだと思います。

――　松戸字幕センターの規模はどれぐらいで

すか。

根橋　社員スタッフが6人、修正担当の主婦

パートが17人の23人体制です。

要約筆記や手話通訳の能力を
リスピーカーとして生かせる

森本　一番大事なリスピーカーですが、要約

筆記の能力があればできそうに思うのですが。

渕上　リスピーカーは放送のアナウンサーが

話した内容を、要約しながら話し直す作業で

すのでピッタリです。あとは滑舌の問題で、

音声認識しやすい発話であれば大丈夫です。

根橋　今日、松森さんの情報保障で活躍する

手話通訳さんを見ていて、皆さんもリスピー

カーに相応しい能力を持たれているというこ

とに気づいたのです。

渕上　私もそう思い、先ほど根橋と話してい

ました。

手話通訳　それは考えてもみませんでした。

ただ、滑舌には自信がないです（笑）。

森本　手話通訳者養成にも、日本語を話す指

導がもっと必要ですね。

塩浜　それぞれの分野で培った能力が互いの

分野で役立つ。ぜひ、リスピーク字幕制作に

参加させてください。

根橋　ローカル局から仕事が増えてくると考

えていますので、要約筆記者や手話通訳者と

も連携して、各地に拠点をつくっていきたい

と考えています。

渕上　そのためにリスピーク字幕制作システ

ムをシンプルにしています。インターネット回

線を結び、パソコンのソフトウェア対応です

ので、設置場所もそれほど必要ありませんし、

操作も簡単です。あとは習熟していただくだ

けです。

情報保障は
マイナスから可能性あるゼロを生む

松森　最近感じていることを話します。要約

筆記や手話通訳、音声認識システムにしても、

それぞれの分野で素晴らしいクオリティを実

現していただいています。問題は優れている

単体能力を横に串刺すプロデュースにありま

す。今日のこの座談会のように、立場を越え

て話すことで、手話通訳者がリスピーカーと

して活躍してもらえるかも、という発見があ

ったりしますよね。

森本　確かに大事なところです。ノウハウの

共有から新しい関係づくりが、人材不足を解

消し、新しい役割を生むようなことになりそう

です。

松森　音声認識システムは機能も認識率も急

速に進化しています。この進化に対して「要

約筆記者の仕事を奪う」という懸念があると

も聞きますが、塩浜さん、どうお考えですか。

塩浜　要望がどんどん広がり慢性的な人手不

足ですし、音声認識などの使える技術や道具

を生かすことも考えながら支援できたらと思

っています。そんなしょぼいことを言う人は私

たちの周りにはいませんね（笑）。

松森　心強い !　ありがとうございます。情報

保障は、これまでマイナスだったことをゼロに

することだと考えています。ゼロというのは誰

もが対等な位置につけるということですが、

私たちにとっては大きな可能性のある「ゼロ」

なのです。これまで「聞こえないから仕方な

い」とあきらめていた人も多くいるのですが、

法的な根拠があることで、合理的配慮の必要

性を当事者自らが理解し声を出していくことも

大事です。そして、当事者と放送局、さらに

実際に字幕制作や手話通訳を支援する事業者

の皆さんが、一堂に集まって話せる場づくり

が大事です。今日の座談会のような場です。

――　非常に重要なことに気づく座談会となり

ました。塩浜さん、ネットでの参加ありがとうござ

いました。
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