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概要
聴覚障害者が演習系授業や研究発表会において、代読者の力を借りずに、自分自身で発表が可能と
なるよう、ソフトウェアの整備や運用法の工夫を行った。汎用的なソフトウェア（音声合成やチャッ
トサーバとクライアント）だけを用いて運用を行い、本人が達成感を感じほぼ満足する結果を得る
ことができた。
最新のプレゼン支援においては、デスクトップＰＣと有線 LAN の使用を、ノートＰＣと無線 LAN
の使用に置き換えて、発表を一般の教室で行えるようにした。また、音声合成エンジンを高性能な
ものに変更して、合成音声の明瞭度の向上を図ったり、発表時の音声合成操作の煩雑さをなくすた
めのプレゼンソフトの操作法を考案した。
これらにより、聴覚障害者のためのプレゼンテーション支援がより円滑に可能となることが実証
された。本研究のアイディアや手法は、大学において広く応用可能と思われる。
キーワード
聴覚障害者 (a person with auditory disability)，プレゼンテーション (presentation)，
支援 (support), 音声合成（speech synthesis）, feeling of achievement（達成感）
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ノートＰＣでの発表支援に置き換えて、発表の場所がど

はじめに

こでも可能なように発展させた。
聴覚障害者がプレゼンテーションを行う際には、本人
自身による発声は一般に難しく、その場合は他人の代読

２）音声合成エンジンを高性能なものに変更すること
により、合成音声の明瞭度の向上を図った。

に頼らざるをえない。ただ、プレゼン資料と原稿をせっ
かく自分で作成しても、発表自体を主体的に行えないの

３）第 1 回のプレゼン支援で問題のあった本人の音声
合成操作の煩雑さを少なくするような方策を探った。

では、本人の達成感が十分ではないと推測される。そこ
で著者らは、聴覚障害者が主体的に発表できるような環

そして発表会における実際のシステム運用により、そ
の有効性を検証した。

境を提供したいと考え、それを実践してきた。
本論文では、2009 年 2 月に行われた第 4 回のプレゼ
ン支援を中心に報告および考察する。第 4 回のプレゼ

2

研究の背景

ン支援では、2007 年 8 月に行われた第 1 回のプレゼン
本論文では岩手大学人文社会科学部の人間科学課程

支援 [1] と比較して、下記のような改善が図られた。
１）デスクトップＰＣでの聴覚障害者の発表支援を、

における事例をもとに、報告および考察を行う。
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図 1: 第 1 回のプレゼン支援（デスクトップ PC・有線 LAN・リアルタイム音声合成）
本課程は「人間性の解明」をその教育・研究目標とす

は重要であると考えた。
他の学部、他の大学においても、同様な状況は少なく

る課程であり、「人間情報科学コース」および「行動科

ないと考えられ、本研究のアイディアや手法は広く応用

学コース」の２コースから構成されている。
「人間情報科学コース」では、哲学、倫理学、言語学

可能であると思われる。

および情報科学を、「行動科学コース」では、心理学お
よび社会学を中心に学ぶ。著者の遠藤と北村は前者を担

3

当している。

第 1 回のプレゼン支援（デスクトッ

本課程では、２年後期から専門科目の演習科目が本

プ PC・リアルタイム音声合成）

格的に始まるが、３年次に進むと所属コースも決まり、
「人間情報科学コース」では、
「人間情報科学演習 I」
（前
期）と「人間情報科学演習 II」（後期）という２つの演

2007 年 8 月に行われた第 1 回のプレゼン支援 [1] は
以下のように行われた。

習科目がある。これらは、これまでの学習内容をもと
に、４年次の卒業研究につながるような学習を行うこと
が目的である。各学生は基本的には１名の教員に配属さ

3.1

れ、その指導のもとに研究を進め、学期末にコースの教
員・学生全員の前で、成果の発表会を行う。

平成 19 年度前期「人間情報科学演習 I」
の発表会

４年次になると「特別研究」という科目があり、卒業

2007 年８月１日（水）に発表会が行われた。場所は本
学部の多目的教室である。この教室は 45 台の省スペー

研究に相当する科目である。コースの教員・学生全員の

ス型 PC、DLP プロジェクタ、電動スクリーンなど実質

前で、成果の発表会を行う機会は、中間発表と最終発表

的には計算機室と同様の設備を有し、通常は情報系の授

がある。そのほかに重要なプレゼンの機会として卒業試

業に用いられている。

験に相当する口頭試問がある。

参加者は著者を含めて教員６名、発表を行うコース

このように、本コースでは、演習科目や、その総括と

３年生が本人を含めて 16 名、その他自由参加のコース

しての発表会、また、そもそもこの研究のきっかけをつ

２年生数名であった。コース３年生の１名がノートテイ

くった一般的な演習系の授業 [1] も含め、学生がプレゼ

カー [2] を務めた。

ンテーションを行う機会が非常に多い。そのため、聴覚
障害者が主体的に発表できるような環境を提供するの

なお、ノートテイカーの概略は、本論文末尾の付録１
に述べた。
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3.2

パソコンＢ：音声合成ソフトの操作ＰＣ（本人専用）

使用したソフトウェア

発表原稿（スライドの説明）を書いたテキスト文書

使用したソフトウェアは、２) と５）を除きフリーソ

を開いておき、スライドを切り替えるごとに、
「該

フトウェアである。

当スライドの説明部分をマウスで選択し→右ボタ
ンクリック→コピー」の操作を行ってもらった。

3.2.1

音声合成ソフトウェア

これによって、EasySpeech ソフトウェアに、クリッ
プボード経由でマウスで選択した部分のデータが

１）音声合成ソフトウェア（テキスト読み上げソフト

送られ、その部分の発声が行われる。

ウェア）（EasySpeech：フリーソフトウェア）[3]
２）日本語音声合成エンジン（Oﬃce2003 の付属品：

そのソフト上に発声するテキストが表示され、発

Microsoft 製）
１) はユーザ支援の中心となる音声合成ソフトウェア
である。

声している部分が反転表示されるので、ユーザは
その時点の発声部分を容易に知ることができる。
なお、EasySpeech ソフトウェアによる発声法の詳
細を論文末尾の付録２に記した。

3.2.2

チャット関連ソフトウェア

3.3.3

３）IRC サーバ（ircd 2.10.3+jp6）

Vine Linux 3.2（Pentium III 1GHz, 384MB Mem-

本人が他人の発表を聞く場合（図 1）

パソコンＡの画面を分配：パソコンＡの出力を分

ory）サーバで学内限定アクセスで運用している。2005
年に遠藤研究室の学生の卒業研究のために導入していた。

配器で分配し、別のディスプレイにも表示。
これで本人の視線移動を減少させて、疲労を防ぎ、

４）IRC クライアント（Chocoa：富士通）[4]

ノートテイク画面に集中することができる。

３)、４) はそれぞれ利用者の多い IRC サーバソフト

2006 年に本人が「人間情報科学演習 I」の発表会を
傍聴したときに、プレゼンのスクリーンとノート

ウェア、IRC クライアントソフトウェアである。

テイカー画面を交互に見るのはたいへんだったと

3.2.3

述べていたと聞いていたため、このようにした。

プレゼンテーションソフトウェア

パソコンＣ：本人用の PC

５）Microsoft PowerPoint 2003

他の人がプレゼンをしているときは、ノートテイ

3.3

カーが書く発表概要をチャットクライアントで表示

発表会の要領

3.3.1

する。

人員

パソコンＤ：ノートテイカー用ＰＣ

１）発表会司会者（モデレータ）

本発表会を担当したノートテイカーは紙と鉛筆に

２）チャット司会者（チャットモデレータ）
：

よるノートテイクを希望したので使用しなかった

本人が発表者にチャットで質問した場合に音読し、参

が、通常はこれを用いることを想定している。

加者全員に伝える。参加者が本人に質問した場合にチャッ
トで文字化、それに対する本人の回答を音読し、参加者
全員に伝える。

3.3.4

本人が質問する場合（図 1）

パソコンＣ：本人用の PC

３）本人
４）ノートテイカー

本人が質問する場合は、この PC を用いてチャット

５）一般参加者

クライアントで書いてもらい、その内容をパソコ
ン E で見たチャット司会者が代読して、参加者全

3.3.2

員に伝える。

本人が発表する場合（図 1）

パソコンＡ：プレゼンを表示するＰＣ（他の人が

パソコン E： チャット司会者用の PC
チャット司会者は、質問者および回答者（発表者ま

発表する場合にも使用）

たはその指導教員など）の発言を要約してチャット
画面に書いて、質疑応答の内容を本人に伝えた。
このように、質疑応答時はチャット司会者もノート
テイクの一翼を担った。
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図 2: 第 4 回のプレゼン支援（ノート PC・無線 LAN・音声ファイル利用）
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第 4 回のプレゼン支援（ノート

4.1

PC・無線 LAN・音声ファイル利用）
第 1 回のプレゼン支援（2007 年 8 月、人間情報科学
演習 I 発表会）のあと、第 2, 3, 4 回プレゼン支援が行
われたが、それぞれにおける支援方法の変更点は以下の
とおりである。
第 2 回の発表会（2008 年 2 月、人間情報科学演習 II
発表会）では、リアルタイム音声変換をやめて、音声
ファイルを前もって作成し、プレゼンに貼り付けてオー

平成 20 年度「特別研究（卒業研究）」の
発表会

2009 年 2 月 27 日（金）に人間情報コース４年生最終
発表会が行われた。場所は本学の大教室（200 名ほど収
容できる大型の一般教室）である。
参加者は著者を含めて教員６名、発表を行うコース
４年生が本人を含めて 16 名、その他自由参加のコース
２・３年生 10 名程度であった。コース４年生の１名が
ノートテイカーを務めた。

トパイロット運用にした。
第 3 回の発表会（2008 年 11 月、卒業研究中間発表会）

4.2

使用したソフトウェア

では、開発時期が古く音声品質に問題のあった Microsoft
第１回との相違点は、日本語音声合成エンジンを変更

音声合成エンジンを、高品質の Pentax VoiceText に変

した点である。

更した。
第 4 回の発表会（2009 年 2 月、卒業研究最終発表会）
では、デスクトップＰＣでの聴覚障害者の発表支援を、

4.2.1

音声合成ソフトウェア

ノートＰＣの利用に置き換えて、発表の場所がどこでも
１）音声合成ソフトウェア（テキスト読み上げソフト

可能なように発展させた。
時期があとのプレゼン支援では、その前の変更点を全

ウェア）（EasySpeech：フリーソフトウェア）[3]
２）日本語音声合成エンジン（VoiceText：ペンタッ

て含んでいるので、これ以降は、まず第 4 回のプレゼン
支援の詳細を述べ、その後、第 1 回と第 4 回のプレゼ

クス製）
第１回のものから高品位の製品である VoiceText[5] に

ン支援を比較するかたちで考察することにする。

変更した。

㪄㩷 㪊㪌㩷㪄
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4.2.2

4.3.4

チャット関連ソフトウェア

３）IRC サーバ（ircd 2.10.3+jp6）

本人が質問する場合（図 2）

パソコン２：ノートテイカー＆本人用ＰＣ

第１回と同じ。

本人が質問する場合は、この PC を用いてチャット

４）IRC クライアント（Chocoa：富士通）[4]

クライアントで書いてもらい、その内容をパソコ

第１回と同じ。

ン３で見たチャット司会者が代読して、参加者全員
に伝える。

4.2.3

プレゼンテーションソフトウェア

パソコン３： チャット司会者用の PC

５）Microsoft PowerPoint 2003

チャット司会者は、質問者および回答者（発表者ま

第１回と同じ。

たはその指導教員など）の発言を要約してチャット
画面に書いて、質疑応答の内容を本人に伝える。

4.3

質疑応答時はチャット司会者もノートテイクの一翼

発表会の要領

4.3.1

を担う。
人員

第１回と同じ。

5

１）発表会司会者（モデレータ）
２）チャット司会者（チャットモデレータ）
：

発声の品質に関するアンケート
本システムの実用性を確認するために、著者遠藤の授

本人が発表者にチャットで質問した場合に音読し、参
加者全員に伝える。参加者が本人に質問した場合にチャッ

業において同様のシステムでプレゼンテーションを行
い、学生にアンケートを行った。

トで文字化、それに対する本人の回答を音読し、参加者
全員に伝える。

5.1

３）本人
４）ノートテイカー

アンケート調査の方法

調査を行ったのは、平成 21 年度「情報基礎」
（１年生

５）一般参加者

向けの必修教養科目）の授業においてである。第１回と
第４回のプレゼン支援と同じ方法で、それぞれ約 10 分

4.3.2

間のプレゼンを行い、合成音声に関する下記のアンケー

本人が発表する場合（図 2）

ト調査を行った。
パソコン１：
プレゼンを表示するＰＣ（他の人が発表する場合
にも使用）

5.2
5.2.1

発声を行うＰＣ
第１回とほぼ同じ方法で音声合成し、その内容を

質問：合成音声の明瞭度は？ (回答者 37 人)

・第１回支援時の合成音声

ファイルに保存しておく。メニュー内の「Wave ファ
イルに保存」をチェックしておくところのみ第１回

アンケート調査の結果（図 3）

たいへんよい (0)、けっこうよい (4)、普通 (12)、あ
まりよくない (20)、まったくよくない (1)

と異なる。

・第４回支援時の合成音声
たいへんよい (13)、けっこうよい (23)、普通 (1)、あ

4.3.3

まりよくない (0)、まったくよくない (0)

本人が他人の発表を聞く場合（図 2）

総合的に、第１回の合成音声の評価はやや低く、第４

パソコン２：ノートテイカー＆本人用ＰＣ

回の合成音声の評価はかなり高いという結果であった。

このＰＣでノートテイカーが書く発表概要を本人
が横の席から見る。

5.2.2

質問：第１回目と第４回目の音声合成を比較す
るとどうですか？(回答者 30 人)

チャットクライアントを用いて記述と表示を行う。

・第１回と第４回を比較
４回目のほうがたいへんよい (29)、４回目のほうが
ややよい (1)、同じ (0)、１回目のほうがややよい (0)、
１回目のほうがたいへんよい (0)

㪄㩷 㪊㪍㩷㪄

ේ⪺⺰ᢥ

図 3: 合成音声に関するアンケート調査結果
なお、音声合成の操作改善のためには、マクロ言語を

総合的に、
「第４回の合成音声のほうがたいへんよい」

用いてリアルタイム音声合成を行うという方法もある

という結果であった。

と思われる。

6

考察

6.1

6.2

一般教室での発表会運用

本人発表時の操作円滑化

計算機室における第 1 回支援時の発表会の場合は、合
2007 年 8 月に行われた第 1 回のプレゼン支援では、 計６台のデスクトップ PC を用いたが [1]、一般教室で
本人の発表時に音声合成による説明とスライド画面が 行った第 4 回支援時の発表会では 3 台のノート PC を
うまく同期しないこともあった。特に本人が発表時間を 用いた。
超過しないために急ぐと起こりやすかった。これは本人
具体的に述べると、プレゼンと発声用 (PC-1)、ノート
が文書上で発声部をマウスで選択して、リアルタイムに

テイカー用 (PC-2)、チャット司会者用 (PC-3) の合計３

音声合成を手動で行ったためであるが、それをできるだ

台のノート PC を用意して、それらを無線 LAN でネッ

け自動化する方策を探りたいと考えた [1]。

トワークに接続し、チャットサーバにもアクセス可能に

そこで第４回の一般教室におけるプレゼン支援では、

した（図 2）。

リアルタイム音声合成ではなく、作成した音声ファイル

プレゼン用 (PC-1) は一般の発表者も使用するもので

（WAV ファイル）をプレゼン文書に貼り付けておき、プ

あるから、本支援のため追加で用意したのはノートテイ

レゼンソフトのオートパイロットにより発表を行うとい

カー用 (PC-2)、チャット司会者用 (PC-3) の 2 台のみで

う手法を取った。

ある。

この方法によって、前報のときよりも、より円滑なプ
レゼンが可能になった。

第 1 回支援時は計算機室でのプレゼンであったため、
制限がないので多めの PC を使用したが、一般教室で

半面、本人はプレゼンソフトのオートパイロットを操
作するだけになり、発表していても物足りないと感じる

行った第 4 回支援時に使用したノート PC3 台でも十分
運用可能であることが、実際行ってみてわかった。

可能性も考えられる。しかしながら、円滑なプレゼンを
行うためにはやむをえないことであろう。

なお、本人用にもう 1 台の PC を使用することも考え
られるが、ノートテイカーが発表内容を記述しながら、
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それを指さしたりして本人とコミュニケーションを取る
という場面も多く見られ、ノートテイカーと共用のほ
うがむしろ好ましい場合も多いのではないかと感じら
れた。
したがって、この件については、本人とノートテイ
カーとのコミュニケーションのとり方を考慮した上で、
ケースバイケースで考えればいいものと思われた。

6.3

小規模の演習系授業での支援

比較的参加者の多い発表会の場合と同じように、小規
模な演習系授業においても、本稿の方法は応用可能であ
る。前報で述べたように、実はこれが本研究の発想の原
点であった。
本人が小規模演習系授業で、教員と授業参加者の前で
要約文書を元に発表を行う場合、具体的には下記のよう
な運用が考えられる。
演習発表と発声用 (PC-1)、ノートテイカー用 (PC2)、担当教員用 (PC-3) の合計 3 台のノート PC を用意
して、それらを無線または有線 LAN でネットワークに
接続し、チャットサーバにアクセス可能にする（図 2 と
同じイメージ）。
発表会における司会者とチャット司会者の役割を、演
習系授業では教員が一人で行う。
なお、有線 LAN では狭い教室の場合は LAN ケーブ

図 4: EasySpeech の設定

ルの配線の取り回しが厳しく、できれば広範囲な無線

LAN の整備が望ましい。情報処理センターとしても整
備を促進すべき点だと思われる。

6.4

合成音声によるプレゼンを聞きやすくす
るには

プレゼンを聞きやすくするためには、はじめは発声の
スピードを少し遅めにするのがいいのではないかと思っ
たが、そうすると声のピッチが変わってしまってかえっ
て聞きにくくなることがわかった。
発声のスピード以外の要素で聞きやすさを左右する
ものとしては、スライド切り替えのタイミング（スライ
ドとスライドの間のブランク時間）が上げられる。
試行錯誤の結果、使用したプレゼンソフトでその調整
を行うためには、たとえばブランク時間を 2 秒ほど取っ
てスライドショーのリハーサルを行い、そのタイミング
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を記録すればいいことがわかった。
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ている岩手大学の学生の皆様に深く感謝の意を表しま

付録１：要約筆記 (ノートテイク) につ
いて

す。また、有用なフリーソフトウェアをご提供いただい
ている著作者の皆様に深く感謝の意を表します。

一般に聴覚障害者は得られる情報量が極めて少なく，
コミュニケーションの面で疎外されがちである。2002
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時通訳なのでノートテイクされたもの等は他の者に見
せてはいけない。また，要約筆記は聴覚障害者の「同時
性を持った情報取得や参加」を保障するものなので，情
報をありのまま，筆記者の判断を差し挟まずに伝えなけ
ればならない。
要約筆記には「早く」
・
「正しく」
・
「読みやすく」の三
原則があり，それらを実践するための技術や知識も必要
となる。スクリーンに映る画面とノートテイクを併用す
る時に視線移動の負担を減らすために用紙やノートテ
イカーの位置を配慮するとか，ビデオのナレーションを
ノートテイクする際に，聴覚障害学生が筆記されたノー
トを見ているうち，ビデオの画面が変わってしまうので
ビデオの扱いに注意を払うとか，要約筆記を行なう上で
の様々な工夫が必要となる。

付録２：EasySpeech.Net の操作法
EasySpeech の設定（図 4）
OS のスタートメニューから EasySpeech.Net のプロ
グラムを起動したら、まず下記のようにソフトウェアの
設定を行う。
１）メニューの「ファイル」をクリックし、「読み上
げをハイライトで表示する」にチエックを入れる。
図 5: EasySpeech による発声

２）メニューの「ファイル」をクリックし、「クリッ
プボードを監視して読み上げ」にチエックを入れる。

年 12 月に障害者施策の一環として「障害者基本計画」

３）第４回支援時のように音声ファイルを作成する

が策定され，その中で「コミュニケーション支援体制の

場合は、「Wave ファイルに保存する」にチエックを入

充実」が基本的方向の一つとして唱えられている。

れる。

情報保障の一つである「授業保障」は障害学生の授業
を聞く権利あるいは参加する権利を保障するものであ

EasySpeech による発声（図 5）

る。その手法としては主に，(1) 手話通訳，(2) 要約筆記
１）発声を行うテキスト文書をテキストエディタ（メ

通訳があり，後者では，[1] 多人数を対象にした OHP，

OHC あるいはホワイトボードによる手書きの要約筆記， モ帳など）で開く。
２）発声したい部分をドラッグして選択する。全部の
[2] 一人または二人程度を対象としたノートテイクによ
場合は「編集→すべて選択」とする。
る手書きの要約筆記，[3] パソコンによる要約筆記が普
３）
「編集→コピー」と操作する。
「右ボタン→コピー」

及している。(聴覚障害といえば手話通訳を連想しがち
であるが，全国の聴覚障害者のうち手話によるコミュニ

または「Ctrl+C」でもよい。データがクリップボード

ケーションが十分できる割合は約 15 ％である)

に送られる。
４）クリップボードを監視していた EasySpeech にそ

要約筆記とは，話し言葉を書き言葉に換えて聴覚障害
者に伝える通訳作業で，話すことによる速さ (多大な情

のデータが取り込まれ、該当部分がハイライトされなが
ら発声される。

報量) を要約して書くことで補い，聴覚障害者が欲する

５）図 4 で「Wave ファイルに保存する」にチェック

情報を健聴者の情報と等価かつ同時に伝えることであ

を入れた場合は、データがクリップボードに送られる

る。要約筆記されたものにより聴覚障害者は自己決定を

と、保存場所とファイル名を聞いてくるので入力する。

するので要約筆記者には重要な責任があるが，速記のよ

すると、その通りに音声ファイルが保存される。

うな記録としての責任を深く追及することはできない。
著作権や個人情報の問題もあり，要約筆記はあくまで同
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