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あらまし

我々は先行研究において，聴覚障害者に対する健聴者の発話内容の理解支援のためのマルチモーダル発話

可視化アプリケーション Mieta を提案した．Mieta を含む多くの情報保障システムでは ASR（自動音声認識）によ
る音声の文章化というアプローチがとられている．しかしながら Mieta の評価実験を通して，ASR の認識精度には
限界があり，音声認識誤りによって聴覚障害者の誤解を誘発する可能性が高いことがわかった．健聴者によって音声
認識間違いを修正するなどの協力が有効だと考えられるが，修正者への負担も大きいため，それ自体がシステム導入
の障害となりうる．そこで本研究では，ゲーミフィケーションに基づいて音声認識誤りによる誤解を防ぐための健聴
者の協力動機づけを検討する．具体的には発話者自身による発話方法の改善，及び音声認識誤りを含む認識結果の文
章修正の 2 つについて，ゲーミフィケーションを用いた動機づけを検討する．
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Abstract In our previous paper, we have proposed Mieta: a multi-modal speech visualization application for deaf
and hard of hearing (D/HH) people. Existing information support systems including Mieta utilize ASR (Automatic
Speech Recognition) to convert voice into texts. However, an evaluation experiment of Mieta proved that existing
ASR is not perfect in accuracy and it leads to misunderstanding for D/HH people. Since correcting recognition
errors requires eﬀort from hearing people, just adding correction function can be obstacle to be installed for practical
use. Therefore, in this paper, we consider motivation strategy based on gamification for hearing people to cooperate
on these activities for preventing misunderstanding from misrecognition. Specifically, we apply strategy based on
gamification to modification of the way to speak and correcting voice recognition error.
Key words Deaf and hard of hearing people, information support, gamification, motivation strategy

1. は じ め に
聴覚に何らかの障害を持つ聴覚障害者に対し，手話や字幕な
どの代替手段を用いて情報を提供することを情報保障と呼ぶ．

雇用や就労などの社会進出は年々着実に進展しつつあり，情報
保障は社会全体で取り組むべき重要な事項となっている．しか
しながら，社内での会議のような複数の健聴者との議論におけ
る情報保障手段は十分であるとはいえない [1]．

平成 25 年には障害者雇用促進法が改正されるなど，障害者の
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この課題に対して我々は先行研究 [2] において，聴覚障害者に

とで，従来の ASR 単体での情報保障と比べて，様々な聴覚障害

対する健聴者の発話内容の理解支援のためにマルチモーダル発

のレベルやニーズに合わせた情報保障を実現できると考える．

話可視化アプリケーション Mieta を提案した．ここでのマル

図 1 は Mieta のプロトタイプの画面例を示しており，二人の

チモーダル発話可視化とは，健聴者の発する音声や口型，その

話者による会話を可視化している．プロトタイプにおいては以

他発話理解に役立つ様々な情報を可視化したもの（可視化モー

下の 4 つの可視化モードが実装されている．表情の把握や口話

ド）を組み合わせて発話を多面的に可視化する方法を指す．具

法の使用を支援する顔表示モード（図 1 中の a）
，話者が話した

体的な可視化モードとしては，ASR（自動音声認識）を用いた

内容を ASR を用いてテキストに変換し，チャットのような形

発話内容のテキスト化モードや，発話理解を妨げるような用語

式で画面上に表示する STT (Speech to Text) モード（図 1 中

の解説モードが挙げられる．これらの可視化モードを，聴覚障

の b）
，検索ワードの画像検索結果を画面に表示し，抽象的な単

害者自身が選択し組み合わせて相互補完的に利用することで，

語の意味などを直感的に理解することを支援する画像検索モー

様々な聴覚障害のレベルやニーズに合わせた情報保障を実現で

ド（図 1 中の c）
，検索ワードに関する Wikipedia 上での説明を

きると考える．

表示し，素早く引ける辞書を簡易的に実現している Wikipedia

しかしながら Mieta の評価実験を通して，ASR の音声認識

検索モード（図 1 中の d）の 4 つである．なお，Mieta はこの

誤りによって聴覚障害者の誤った理解を誘発する可能性が高い

他の可視化モードが容易に開発・追加されるように設計されて

ことが確認された [3]．同音異義語が存在するなどの理由から，

いる．例えば，手話同時生成の技術が発展したときには音声か

あらゆる場合において音声認識技術単体で 100 ％の音声認識

ら自動的に手話を生成する手話モードといったものも後から追

精度を実現することは非常に困難である．Mieta では ASR に

加可能である．

よるテキスト情報以外の情報を提示することで，それぞれの情

2. 1. 2 評価実験の結果

報の欠点を相互に補完する形での情報保障を目指したが，ユー

Mieta の会話理解支援における有用性を調べるために評価実

ザーである聴覚障害者が会話を理解するにあたって ASR の認

験を行った [3]．まず聴覚特別支援学校の学生ら 9 人を被験者

識結果への依存度は想定以上に高く，音声認識誤りの存在に気

として 2 人の健聴者による会話の理解に取り組んでもらった．

づかず誤解をしてしまう傾向があることが確認された．Mieta

そしてその会話内容に関する 4 種類のクイズ（（i）シンプルな

を含む多くの情報保障システム [4] [5] では ASR による音声の

会話に関するクイズ，（ii）2 人が同時に発話したときの会話に

可視化というアプローチがとられており，音声認識誤りが誤解

関するクイズ，
（iii）被験者が知らない専門用語を含む会話に関

を促進してしまうという課題はそのような情報保障システム一

するクイズ，
（iv）音声認識結果が誤りを含むときの会話に関す

般に関わるものである．

るクイズ）に答えてもらい，会話の理解度を計測する．

そこで本研究では，ASR を用いた情報保障システムにおい

その結果，3 種類のクイズ（i）,（ii）,（iii）において，Mieta

て，人の力を利用して音声認識誤りを是正するというアプロー

を使った場合はその他の場合よりも被験者の内容理解度が高い

チをとる．ただ，単純に健聴者によって音声認識誤りを修正す

ことがわかった．一方で，クイズ（iv）に関しては誤回答が非

る機能を追加するだけでは，修正者への負担も大きいため，む

常に多い結果となった．Mieta の表示が音声認識誤りを含む

しろその負担がシステム導入の障害となりえてしまう．そこで

ことがあるという説明を事前に被験者に周知しており，かつク

我々はゲーミフィケーションに基づいて音声認識誤りによる誤

イズへの回答選択肢として「わからない」という選択肢が設け

解を防ぐための健聴者の協力動機づけを検討する．ゲーミフィ

られていたにも関わらず，多くの被験者が音声認識結果を重視

ケーションとは課題の解決においてゲームデザインの技術やメ

してしまい，自信を持って誤った回答をしてしまったのである．

カニズムを利用する活動であり，現在様々な分野で応用されて

つまり音声認識誤りは誤解を誘発してしまう危険性があると言

いる [6] [7]．本稿では ASR を用いた情報保障システム利用時に

える．この問題は ASR を用いた情報保障システムにおいてそ

おける発話者自身による発話方法の改善，及び音声認識誤りを

の目的を妨げる深刻な問題であり，我々は音声認識誤りによる

含む認識結果の文章改善の 2 つについて，ゲーミフィケーショ

誤解を防ぐための何らかの対処が必要であると結論づけた．

ンを用いた動機づけを提案する．

2. 準

備

2. 2 ゲーミフィケーション
ゲーミフィケーションとはコンピュータ・ゲームのなかで特
徴的に培われてきたノウハウを，現実の社会活動に応用する行

2. 1 MIETA：マルチモーダル発話可視化アプリケーション

為のことである [8]．行動の動機づけの一手段として注目を集め

2. 1. 1 概

ている．動機づけは，外発的動機づけと内発的動機づけに分類

要

我々は先行研究において，マルチモーダル発話可視化アプリ

されている．前者は金銭のような外部からの報酬に基づく動機

ケーション Mieta を提案した [2]．ここでのマルチモーダル発

づけであり，後者は自身から発せられる好奇心や興味などに基

話可視化とは，健聴者の発する音声や口型，その他発話理解に

づく動機づけのことである．長期的な動機づけのためには内発

役立つ様々な情報を可視化したもの（可視化モード）を組み合

的な動機づけによるモチベーションの維持・向上が重要である．

わせて発話を多面的に可視化する方法を指す．聴覚障害者自身

ソーシャルゲームなどではこの方針に従うような要素が多く

が多様な可視化モードを組み合わせて相互補完的に利用するこ

あり，こういった動機づけのノウハウを活かすゲーミフィケー
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(a)

(b)

(c)

(d)

図 1: Mieta 画面例

ションによって内発的な動機づけがゲーム以外の様々な場面で

きている．現状では ASR も単体での音声認識精度 100%の達

適応されつつある [6]．

成は困難であるので，人の手によって補完するというアプロー

企業のような組織における行動の動機づけとしてもゲーミフィ

チが有効だと考えられる．

ケーションが応用され成功を収めている事例がある．Salesforce

音声認識誤りの是正という課題に対し，人力での補完を適用

の Work.com（旧 Rypple）はゲーミフィケーションを活用し

する際には，2 つの適用対象が考えられる．1 つ目は入力の改

た組織内社員評価システムである [7]．業務の即時フィードバッ

善，すなわち発話者による発話自体の質の向上というアプロー

クや成果の可視化，バッジによる目標への行動動機づけなどの

チである．2 つ目は出力の改善，すなわち会議参加者による音

ゲーミフィケーションに基づいた機能が備わっている．

声認識結果の改善というアプローチである．これらのアプロー

内発動機づけには，
「目的」
「有能感」
「自律性」という 3 つの

チは単体でも効果があるが，組み合わせるとより効果的である．

要素が必要だとされている [8]．社会や自身にとってどんな意義

しかしながら，ただ認識されやすい発話方法を淡々と説明した

があるか（目的）が行動に伴うことで，その行為の先に自身が

り，とにかく修正するように強制するといった方法では，健聴

意義を感じられるものにつながっている状態が確保できる．能

者は会議中の制限やタスクといった負担要素が増えたと感じて

力を実感できる感覚（有能感）が伴うことで，その行為から得

しまう恐れがあり，継続的な支援を期待することはできない．

られた成長やその結果としての達成感が得られている状態が確

そこで本節では 2. 2 節で説明したゲーミフィケーションの構

保できる．自分自身の意思でやっていると思える実感（自律性）

成要素を適用することを念頭に，発話自体の質の向上と音声認

が伴うことで，
「やる」と決めたことに対しての責任を自身がき

識結果の改善というアプローチにおいて必要な要件を整理する．

ちんと納得して負うことができている状態が確保できる．これ

そのために，まず健聴者に対し動機づけしたい是正行動の内容

らの要素から内発的な動機づけのためのゲーミフィケーション

を具体化し，フィードバック・可視化するためにその行動に関

の構成要素を以下のように整理することができる．

して数値化できる要素をまとめる必要がある．以降 3.2，3.3 で

(1) 意義の付与：その行動によって，周囲の人間もしくは行
動者自身がどのような良い影響を受けているのかを伝える．あ
るいはそのような意義を付与するような行動の設計をする．

(2) 行動に対するフィードバック：行動そのものやその内容
に対して可能な限り早くフィードバックを与える．

(3) 成長の可視化：目標達成やその過程で自らの成長を数字
や実感として確かめられる様にする．

はその方針に従って，発話自体の改善と音声認識結果の改善の

2 つの方向から要件を整理する．
3. 2 発話自体の改善に向けて
ASR 技術の発展は目覚ましいが，それでも音声認識されやす
い発話と，音声認識されにくい発話がある．我々人間でさえ，
ぼそぼそ話されたり，騒音の中で話されたりすると聞こえづら
いことがあり，この特性は直観に沿うものだろう．したがって

(4) 適切な目標設定：成長に応じた目標が自分で設定できる

協力動機づけの 1 つ目のアプローチとして健聴者による発話自

ようにする．今のまま，あるいは少し頑張れば達成できる目標

体を改善するというアプローチが考えられる．つまり発話その

を選べるように次の目標の選択肢を提示する．

ものを認識されやすいように改善することで，音声認識の精度

3. ゲーミフィケーションによる動機づけ
3. 1 概

要

向上を狙うものである．
日本語の音声認識誤りは，音声認識プロセスを考えることで
大まかに 3 種類に分けることができる．(i) 音そのものを認識

近年では様々なものがコンピュータによって完全自動化を目

できないもの，(ii) 違う音素の認識間違い，(iii) かな誤変換で

指しているものの，それと同時にこのようにコンピュータの技

ある．厳密には現在の音声認識のアルゴリズムは必ずしも音素

術の限界を人の手によって補うという取り組みが重要になって

を確定させてからかな変換を行うわけではないが，音声認識誤
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りの原因から発話方法の改善方法を考えたいという今回の利用

するのは非常に困難である．そして会議のような場面では，数

目的を考慮すると問題ないだろう．これらの音声認識誤りの原

少ない音声認識誤りでも理解の妨げや誤解の原因になってしま

因を考察し，音声認識処理に適した発話方法の性質を以下のよ

う．したがって発話方法の改善と同時に，音声認識結果の改善

うに整理した．

というアプローチが必要である．音声認識結果の改善にはコン

•

ノイズが少ない発話：認識誤り (i) に対応する．音声そ

ピュータによって自動化出来る方法と，人力でしかできない方

のものがクリアに認識されるために，できるだけノイズが少な

法がある．後者のアプローチに対してはゲーミフィケーション

い発話をするのが望ましい．騒音や風切音が発生するような場

を取り入れる．

所でないか，近くで誰かが話していないか，といった場所選び

まずコンピュータのみで実現できる改善方法として，音声認

も発話の質改善に必要であるし，適切な近さでマイクを使用す

識結果の確信度の値を使って警告するものが考えられる．一般

るということも重要である．

的に音声認識結果にはその結果の確信度を示す値がセットに

•

ある程度ゆっくり話す：認識誤り (ii) に対応する．発話

なって返ってくることが多い．そこで一定の確信度を下回った

スピードが遅いほうが音素それぞれの情報をとりやすいため，

場合は表示形式を変えるといった改善によって，聴覚障害者に

音声認識しやすいと考えられる．しかし遅ければ遅いほどいい

対し音声認識誤りの存在可能性が高いことを警告することがで

というものでもないので，ここでは一般的に良いとされている

きる．この改善方法は自動化できるため，素早い手助けとなり

1 分間に 300 文字のスピードを 1 つの指標とする．

うる．

•

はっきりと発音する：認識誤り (ii) に対応する．音素の

そして人力によって誤った音声認識結果を修正するというア

特徴情報を強くしたほうが認識しやすいので，滑舌よくはっき

プローチが必要である．警告だけでは音声認識誤りによる誤解

り発音することが重要である．また抑揚やスピードの変化も認

はある程度防げたとしても，正しい情報を伝えることはできな

識しづらい要因になるので，アナウンサーのように淡々とした

い．発話者あるいは会話に参加している他の健聴者によって訂

調子で喋ると良い．

正してもらうことで，音声認識結果を見た聴覚障害者の誤解の

•

標準語を使う：認識誤り (iii) に対応する．方言や砕けた

最小化を狙う．修正が容易に行える機能は必須であるが，それ

話し言葉はまだ音声認識できないこともあるので，標準語で話

だけでは健聴者に修正活動を動機づけるのには不十分である．

されることが望ましい．

そこでこの音声認識誤りの修正活動をゲーミフィケーションに

•

ある程度まとまった量を話す：認識誤り (iii) に対応す

基づいて動機づける．

る．近年の音声認識アルゴリズムでは文章の前後から単語の形

行動のフィードバック・可視化のために，この修正活動を誰

を類推するものもあるため，内容によっては文脈がないと判断

かの音声認識誤りを修正した回数，及びその修正スピードと

できない．たとえば単純に「はし」と言うだけでは正しく変換

いった 2 側面から数値化する．修正回数はもちろん可能な限り

されなくても，
「橋を渡る」
「紙の端を持つ」という風に文脈を

多くの修正を動機づけたいので，この数字が大きくなるにつれ

与えることで正しく変換されることがある．

修正者が大きな達成感を得られるようにする．そして注意しな

以上が動機づけしたい行動の具体的な内容になる．これらの

ければならないのが，会議という場面においては健聴者は，修

要素の達成状況を可視化するために，数値化することを考え

正者の役割と会議参加者（話を聞き，発言する者）の役割と両

る．「ゆっくり話す」に関しては音声認識の時間とその間に認

立させなければならないということである．つまり修正に時間

識された文字数から発話スピードを簡易的に計算することで数

をかければかけた分だけ褒められるようであれば，会議への参

値化できる．発話中の話者に対して望ましいとされている発話

加がおろそかになるという状況になりうる．したがって，修正

スピードとの差を可視化できると良いフィードバックとなる．

回数だけでなく，それに要した時間を計測・フィードバックし，

しかしながら「ノイズの少なさ」
「発話の明瞭さ」
「標準語の有

この数字が小さくなるにつれ修正者が大きな達成感を得られる

無」を数値化することは難しい．そこでこれらの要素に関して

ようにする．こうすることで「短い時間で」
「より多く」修正す

は，他の健聴者から見たその発話に対する主観的な評価と，そ

ることを動機づける．

の発言に音声認識誤りがあったかといった観点で擬似的に定量
化する．音声認識誤りがあった場合，会議の後などにその発言

4. 提 案 機 能

を振り返り，どういった発話が認識されやすいかといった要素

音声認識誤りの是正行動に対する動機づけは ASR を用いた

を提示し，比較することで自身の発話の改善の余地がないかを

情報保証システム一般に適応できるものであるが，今回は先行

探してもらう．つまり「ゆっくり話して」
「周りからいい反応を

研究である Mieta に機能を追加することを想定して 5 つの提

もらえて」
「音声認識誤りの検出回数が少ない」発話方法を目指

案機能を説明する．Mieta の STT モード（図 1 中の b）にお

してもらい，そのために必要な改善手法を提示することが発話

いて会話中に使う機能が 2 つ（リアクション，修正ゲーム）と，

改善行動の動機づけの方針となる．

主に Mieta のユーザごとのマイページにおいて会話後に使う

3. 3 音声認識結果の改善に向けて

機能が 3 つ（バッジ，ランキング，是正活動フィードバック）

発話方法を改善することで音声認識精度の向上がある程度は

ある．

期待できるが，あらゆる場合において 100 ％の認識精度を達成
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自社の強みは他社と比べて２０代の
顧客満足度が非常に高いことです
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図 2: リアクション付与のプロセス

ランキング
今期

累計

修正王

いいね王

分かりやすい王

発言王

1位 Aさん 23回 1位 Bさん 41回 1位 Eさん 32回 1位 Dさん 685回

4. 1 リアクション

2位 Bさん 17回 2位 Dさん 32回 2位 Bさん 29回 2位 Fさん

456回

会話の最中に発言に対してリアクションをすることができる

3位 Cさん 16回 3位 Cさん 23回 3位 Dさん 25回 3位 Eさん

381回

機能である．図 2 にリアクション付与のプロセスを図示する．

図 3: 総合的なフィードバック

初期状態では「いいね！」「分かりやすいね！」という 2 つの
リアクションができるようになっているが，組織やプロジェク
トに応じて追加できるようになっている．これは情報保障シス

知する．ランキングの対象期間は設定で変更可能であるが，デ

テム全体が組織内で有効的に，あるいは楽しみを持って使用さ

フォルトでは一般的な会社での利用を考え 1 年度にわたるラン

れることが，組織構成員を長期的に動機づける上で重要だから

キングと直近 1 ヶ月のランキングを設けている．バッジと同様

である．したがって組織やプロジェクトが重視する評価軸とな

に，リアクションの追加に応じてその内容も変更可能である．

るリアクションを追加し，後述のバッジやランキング通知と組

通知方法は Mieta のマイページにおける表示と，組織構成

み合わせ，組織構成員がお互いの行動に対して良い評価をする

員が利用できる SNS 上で通知する 2 種類がある．マイページ

仕組みとして使うことができるようになっている．

における表示を図 3 の下部に示す．後者の SNS については組

4. 2 バ ッ ジ

織の方針によって異なるため，今回は twitter での通知を想定

会議の最中に特定の行動を成し遂げたときに取得可能なバッ

している．重要な点は自分から見に行かなくてもプッシュ型で

ジを設定する．会議が終わるごとに集計され，Mieta のマイ

通知されるということである．これにより継続的に関心をもっ

ページ上で，今期に獲得したバッジの種類を確認することがで

てもらい，長期的に行動を動機づける．

きる．主な作用は自身の活動を振り返り，自身の成果や能力を

4. 4 是正活動フィードバック

可視化することと，直近の目標を提示することである．

発話もしくは修正活動に関するフィードバックを発話者に与

具体的な取得条件は「n 回修正した」「分かりやすいね！ を

える機能である．そのために，改善すべき発話とリアクション

n 回もらった」
「リアクションを n 回あげた」といったものであ

をもらった発話のリストアップ，及び発話の質を数値化したも

る．それぞれのバッジには称号としての名前が付与されている．

のを表示する．単一会議に対するフィードバックページを図 4

数字に意味を与えることで嬉しさにもつながり，同じ組織内で

に示す．以下でそれぞれのフィードバック要素の説明をする．

話題になるような名前をつけることで継続する楽しみにもする

自身の発話の中で音声認識結果が修正された文章・単語につ

狙いがある．そして取得したバッジの表示時には，次に取得で

いて，その音声とともにフィードバックする．認識されなかっ

きるバッジを合わせて表示する．ただ単純に回数を表示するの

た発言の癖や誤認識の要因を考えるきっかけとし，改善の手助

ではなく，直近の目標を提示することによってモチベーション

けとする．認識結果が修正されたものには音声認識アルゴリズ

維持をねらえる．「リアクションを n 回あげた」のようなバッジ

ムが原因のものと，発話方法が原因のものがある．前者であれ

はコミュニティ内のリアクションの交換を活発にし，上記の動

ば音声認識技術の癖を知る機会とする．どういった表現であれ

機づけを効率よく行う目的で設けられている．またリアクショ

ば読み取ることが出来たのか，マイページ上で試すことも出来

ンの種類の追加に応じてバッジの種類も追加できる．認識誤り

る．後者だった場合は修正された内容とそのときの発話音声を

是正に直接関係のない評価軸も設定することもでき，今回は一

聴き比べることで，自分の発話のどういった部分に問題がある

例として「発言を n 回した」という評価軸を加えている．

のかを振り返る機会を持たせる．たとえば語尾が小さくなる傾

図 3 は Mieta 上のマイページを示しており，画面上部で今

向がある，気持ちが高ぶってしまった時に速いスピードで話し

期に取得したバッジと称号の一覧を確認できる．それと同時

てしまっているといった自分の傾向を知り，改善のきっかけと

に，次の目標が次のバッジとして提示され，ユーザーはこの情

することが出来る．ここで注意すべきはこれらのフィードバッ

報を参考に次の会議における自身の目標を自身で決めることが

クが責められているような形で読まれないように十分配慮する

できる．

ことである．あくまで参考情報として，改善したいと思った時

4. 3 ランキング通知

に参照できるものとして提示されるべきである．

修正回数及び 4. 1 節で述べたリアクションのそれぞれの取

失敗を振り返る種類のフィードバックだけではなく，良いリ

得回数について，一定期間内における組織内のランキングを通

アクションをもらった発言もリスト表示する．これにより，次
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鮮血の営業成績に関する報告をします
吹き出しをクリック
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認識結果を修正
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先月の営業成績に関する報告をします
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先月の営業成績に関する報告をします
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図 5: 音声認識結果の修正機能

くれた人の名前が分かるような形で会議参加者全員に変更内容
を通知する．それと同時に修正者の画面に修正スピードが表示
される．

5. お わ り に
図 4: 単一会議に対するフィードバックページ

本稿では，ゲーミフィケーションに基づいて音声認識誤りに
よる誤解を防ぐための健聴者の協力動機づけを検討した．発話

も良いリアクションをもらえるようにがんばろうと思ったり，
修正された発言の発話方法を改善して，もっと多くの良いリア
クションをもらえるようにしようと前向きに改善に向かっても
らえることを期待する．
また発話の質を示すデータを可視化し，フィードバックする．
過去の発話スピードと比べてどう遷移しているか，他の人のス
ピードと比較してどうなのか，発話の数に対する認識誤りの割
合や会議ごとの修正スピードの平均などを可視化する．これに
より過去の自分や周囲の人間と比べたときの今の自分の活動を
振り返り，成長の実感や改善の必要性を感じることができる．
また発話スピードのみ発話中にもリアルタイムに表示する．
自分が発話している最中には発話スピードのみがリアルタイム
にフィードバックされる．あまりにも発話スピードが速い場合
には点滅するなどして警告する．

4. 5 ミニゲームとしての修正機能
音声認識誤りの修正をミニゲームのように行える機能である．
修正したい発言の吹き出しをクリックするだけで編集モードに
なり，変更内容を確定すると会議参加者全員に対してその変更
内容と修正者名が自動反映・通知される．それと同時に，修正
者の画面上には修正に要した時間と文字数から算出される修正
スピードが表示される．これにより修正活動をできるだけ早く
するようにフィードバックするだけでなく，1 つの修正活動を
ちょっとしたミニゲーム感覚で行ってもらうことを狙う．
図 5 に音声認識誤りの修正プロセスを示す．音声認識結果の
確信度が低い単語や文章は薄い文字とアンダーバーで表示され，
その文章の確信度が低いことを通知する．その音声認識結果の
内容とユーザー自身が聞いた内容が異なっていた場合，その吹
き出しをクリックするだけで編集モードに入り，必要な箇所だ
けを素早く修正することができる．修正後は，それを修正して

者自身による発話方法の改善，及び音声認識誤りを含む認識結
果の文章改善の 2 つの側面から要件を整理し，機能を提案した．
今後の課題として提案機能の実装及び評価実験を行うことがあ
げられる．これまでの研究では会議のような複数の健聴者との
会話において，特に聴覚障害者の発話理解という側面について
支援内容の検討を行ってきた．現実問題として考えた時，聴覚
障害者の情報発信，すなわち発言支援といった観点での支援も
必要であり，今後取り組んでいきたい．
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