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教育分野のICT利活用に
おける課題

NTTグループでは，「フューチャース
クール推進事業」への参画や「教育ス
クウェア×ICT」等の施策を通じて，教
育分野でのICT利活用を推進してきまし
た．しかし，学校現場や当事者の皆様
からも強い要望があった特別支援教育に
おける情報通信技術の活用（ICT活用
によるバリアフリーの実現）については，
これまで十分に検討ができていませんで
した．
そこで，特別支援学校やNTTクラル

ティなどへヒアリングを行った結果，ICT
に求められる機能として，聴覚障がいに
は「声の見える化」，視覚障がいには
「文字の聞こえる化」，発達障がいには
「簡易なコミュニケーション手段」，肢体
障がいについては「行動情報支援」であ
ることが明確になりました．また，これ
らの支援を行う際には，学校生活以外
の日常生活でも利用可能であり，誰で
も利用している一般的なデバイスによる
支援を所望されていることが分かりま
した．
さらに市場調査を実施した結果，「コ

ミュニケーションサポート」「情報保障
（身体的なハンディキャップにより情報
を収集することができない人へ，代替手
段を用いて情報を提供すること）」に焦
点を当てたICT活用が求められているこ

とが明確になりました．
NTTでは以前より，電話での音声自

動応答システムに代表される自由発話
に対する音声認識技術を開発していま
す(1)～(3)．
また，一般学校と比較した場合，ろ

う学校での授業は静かであり，先生の発
話を音声認識しやすい環境であることか
ら，聴覚障がい者へ音声認識技術を活
用した音声可視化によるバリアフリーを
ICTツール「こえみる」のかたちで実現
しました（図１）．

聴覚障がいを持つ児童への学校での
授業に対して音声可視化によるコミュニ
ケーションサポートを実現するにあたり，
授業を担当されている先生から要望をヒ
アリングし，今回実現すべき機能を整理
しました．その結果，「授業中の先生の
発話を文字化できること」「発話訓練が
できること」「学校生活以外の日常生活
において会話支援ができること」等の要
望が明確になりました．

特別支援学校ICTツール「こえみる」
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NTTサービスエボリューション研究所では，音声認識技術を活用した聴覚障がい

を持つ児童のコミュニケーションを支援するシステム「こえみる」を開発しました．

ここでは本システムの概要と実証実験について紹介します．

図１ 「こえみる」利用者端末への実装例



「こえみる」の概要

私たちは前述の要望にこたえるため，
聴覚障がいを持つ児童のコミュニケーシ
ョンを支援する特別支援学校ICTツール
「こえみる」を開発しました．図２に示
すとおり，本システムはクラウド上にて
音声を文字化する音声認識サーバと利
用者情報や文字化された認識結果を管
理する管理・閲覧サーバ，先生用端末
としてPCやスマートフォン，児童用端
末としてゲーム端末（ニンテンドーDS），
教室用端末として電子黒板から構成さ
れています．
児童用端末にゲーム端末を採用した

理由として，①児童との親和性が高く，
簡単に使いこなすことができる，②市中
にて普及しており，外出先で用いても周
囲の方に違和感を感じられにくい，③
耐久性が高く，壊れにくく，不具合が
生じた際にも，本体の電源を投入し直
すだけで機能回復する場合が多い，など

が挙げられます．

「こえみる」基本機能

「こえみる」には，「きょうしつモード」
「れんしゅうモード」「おはなしモード」
の３つの基本機能を実装しています．
学校の授業では，「きょうしつモード」

によって支援します．先生がPCに接
続された無線マイクに向かって発話する
と，音声認識サーバにて文字化されま
す．認識された結果は，教室内の電子
黒板にリアルタイムで表示するだけでな
く，図３に示すように児童たちの手元に
あるゲーム端末にも表示します．これら
の認識結果の文字化については，ひらが
な表記のみ，漢字かな混じり表記に対応
しており，発話者に関する設定情報に基
づいて出力を変更できます．
認識結果については管理・閲覧サー

バにて管理され，図４に示すように，あ
らかじめ設定されたクラスを構成する先
生や児童たちのみ閲覧できるよう閲覧管

理しています．
また，認識結果は管理・閲覧サーバ

に蓄積されるため，日時や時間割，先
生などを指定することで過去の結果を閲
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図２　「こえみる」の概要 

管理・閲覧サーバ 音声認識サーバ 
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自宅 外出先 

学校 

先生の授業での発話を音声認識し，
認識結果を児童のゲーム端末へ表示 

児童との親和性が高い
ゲーム端末を活用 手話のできない保護者

と児童との会話を音声
の見える化で支援 

外出先での他者との
コミュニケーション
を音声の見える化で
支援 

音声信号を文字化 
ユーザ管理・アクセス制御， 
認識結果閲覧用Webサーバ 

発声，発話訓練 

入出力デバイスとして各種端末を用意 

ゲーム端末 PCスマートフォン 電子黒板 

図３　ゲーム端末
「きょうしつモード」例



覧することができ，授業の復習として活
用することができます．
認識結果に誤りがある場合には，先

生はPC上のアプリケーションから修正
し，反映させることができるように実装
しています．
自分の声を聴くことができない児童が
発話を練習するためには，ゲーム端末に
実装された「れんしゅうモード」を用い
ます．児童がゲーム端末に向かって発話
すると，認識された結果が端末の画面
上に表示されます．また，音量の可視化
機能も実装していますので，適切な発話
音量を訓練することもできます．
家庭や外出先での会話支援には，ゲー
ム端末に実装された「おはなしモード」
を用います．会話を行う際，児童はゲー
ム端末の画面上にあらかじめ登録されて
いる質問文や自分で作成した質問文を
表示させます．質問文を読んだ相手は

ゲーム端末へ発話にて回答すると，音声
認識された結果を画面に表示することで
端末がコミュニケーションを支援します．

フィールド実証実験

開発した「こえみる」の有効性や学校
現場での技術の利用可能性を評価する
ために，2012年１月末～３月初旬にか
けて，鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分
校小学５年生，および沖縄県立沖縄ろ
う学校小学１年生のクラスにて実証実
験を行いました．
実験の実施にあたって，教室内に光

回線を敷設し，Wi-Fiを用いて各端末を
接続することで，必要十分なインターネッ
トへの接続環境を確保するようにしまし
た．また，教室にて収録された先生の発
話に基づいて音声認識サーバ内にある音
素と声の特徴を対応付ける音響モデル
の最適化を行っただけでなく，授業に用

いる教科書に存在する単語も音声認識
サーバへ登録するなどの工夫により，授
業中の先生の発話をより正確に認識で
きるようにしました．
認識結果の出力については，「漢字や

文字などの読み方を教えたい」との先生
からの要望に基づき，ひらがな表記のみ
で行っています（図５）．
「こえみる」サービスの受容性につい
ては，先生へヒアリングする方法で評価
を行いました．その結果，図６に示すよ
うに，①聴覚障がいを持つ児童にとっ
て，「文字からモノをイメージする」とい
う訓練に非常に効果的である，②「声
を文字に残せる」ことが先生にも児童に
も非常に有効であり，授業終盤での振
り返りに効果的である，③各端末ともに
操作は簡単であり，特にゲーム端末は説
明不要で児童たちが利用でき，机の上
に置いて両手が空くことが良い，④認識
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図４　「こえみる」の技術的特徴 
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【端末例】 
スマートフォン， 
PC　等 

一般的な音声認識サービスのように話者のみに文字化された
認識結果を返信するだけなく，承認された利用者や端末にも
構成情報に基づいて認識結果を返信する 

【構成情報】 
・ユーザ設定 
・漢字・かな
設定 
・グループ 
ユーザ設定 
・クラス設定 
・時間割設定 

【端末例】 
ゲーム端末，スマートフォン，
電子黒板，PC　等 



結果の修正機能は有効であり，認識率
が向上しても修正機能は必要である，と
いった良い評価をいただきました．
また課題として，下記が明らかにな

りました．
・短い発話の際，認識結果が表示さ
れるまでの時間がもう少し短いと良
い（発話開始と同時に音声認識を
開始するため，認識結果の表示開
始時間は発話の長さに依存しない．
しかし，短い発話のほうが，待機時
間を長く感じてしまう）．
・電子黒板上にて，認識された結果

の修正や音声入力の開始・停止が
よりやりやすいと良い．
・先生の操作によって，認識されな
い単語の辞書登録が簡単にできると
良い．
・両手での手話ができない，発話者
の口元が隠れてしまうといった理由
でスマートフォンを授業にて活用す
ることは難しい．
これらの結果より，学校現場にて本技
術を活用することは可能で，開発した
「こえみる」は有効であることが分かりま
した．

今後の予定

今回は音声認識技術を活用した聴覚
障がいを持つ児童のコミュニケーション
を支援するシステムについて紹介しまし
た．今後は，実証実験で明らかになっ
た課題を改善する開発を行い，早期の
サービス実現を目指します．

■参考文献
（1） 野田・山口・大附・今村：“音声認識エンジ

ンVoiceRexを開発，”NTT技術ジャーナル，
Vol.11，No.12，pp.14-17，1999．

（2） 政瀧・柴田・中澤・小橋川・小川・大附：
“顧客との自然な会話を聞き取る自由発話音
声認識技術「VoiceRex」，”NTT技術ジャーナ
ル，Vol.18，No.11，pp.15-18，2006．

（3） 堀：“音声認識アルゴリズムの最前線，”信
学技報，Vol.111，No.153，pp.35-40，2011．

Ｒ
＆
Ｄ
ホ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー

NTT技術ジャーナル 2012.11 45

（左から）鉄嵜 賢太/ 六藤 雄一/ 

杉崎 正之/ 松浦 由美子/ 

佐藤 孝子

特別支援学校ICTツール「こえみる」は，
聴覚障がいを持つ児童たちのコミュニケー
ション支援に貢献できる技術です．本ソ
リューションに興味がありましたら，下記
までご連絡ください．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
第二推進プロジェクト
TEL 046-859-2578
FAX 046-859-3075
E-mail koemiru-info lab.ntt.co.jp

図５　電子黒板による授業の例

図６　実証実験の評価結果 

良かった点 

明らかになった課題 

・短い発話の際に，認識結果が表示されるまでの時間がもう少し短いとより良い（即，結果表示される必要はない）． 

・認識結果の修正機能は有効．認識率が向上しても修正機能は必要． 

・各端末ともに操作は簡単．特にDSは，説明不要で児童たちが利用でき，机の上に置いて両手が空くのが良い． 

・聴覚障がいを持つ児童にとって，「文字からモノをイメージする」という訓練に非常に有効． 

・「声を文字に残せる」ことが先生にも児童にも非常に有効．授業終盤での振り返りに効果的． 

・電子黒板上での認識結果の修正や，音声入力開始・停止がよりやりやすいと良い． 

・認識されない単語の辞書登録を，先生自身で簡単にできると良い． 

・授業にてスマートフォンを用いることは困難（両手での手話ができない，口元が隠れる，大きい声を出してしまう）． 


