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用語説明  

 

本報告書で用いる用語の意味及び定義は、以下のとおりである。 

名称 意味（解説及び定義） 

TTS 

Text to Speechの略。音声合成による読み上げのこと。音声読み上

げ機能を示す場合は TTS機能、音声読み上げソフトウェアの場合は、

TTSソフトと示す。 

W3C 

World Wide Webで使用される各種技術の標準化に賛同する企業、研

究所、大学、政府機関、ユーザ団体などが集まり、標準化を推進する

ために 1994年に設立された団体。日本では慶応義塾大学 SFC研究所が

ホスト機関として活動している。 

IDPF 

International Digital Publishing Forum のことを示し、電子書籍

ファイルフォーマット EPUBの策定と普及を推進している団体である。

http://www.idpf.org/ 

EPUB 

IDPFが主体となって仕様の策定及び普及を行っている、電子書籍の

ファイルフォーマット。現在のバージョンは 3.0.1（表記上は EPUB3）。

EPUBフォーマットは、個人用途、商用問わず、誰でも、特定の団体や

個人に許諾を得る必要なく、自由に、無料で利用できる。なお本報告

書で EPUBと表記した場合は、EPUB3を表す。 

DAISY 

Digital Accessible Information SYstem（アクセシブルな情報シス

テム）の略で、デイジーと読む。視覚障害や学習障害(LD)等により印

刷物を読むことが困難な人々のために開発されたシステムである。 

DAISYには目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことがで

きる音声 DAISYに加え、音声にテキスト及び画像を同期させることで、

利用者は音声を聞きながらハイライトされたテキストを読むことがで

きるマルチメディア DAISYがある。 

http://www.daisy.org/  

SMIL 

Synchronized Multimedia Integration Languageの略で、W3Cで規定

されている言語仕様。スマイルと読む。静止画、動画、音声、テキス

トなどの、位置レイアウト、時間軸上でのレイアウトを、XML フォー

マットで記述することで統合し、再生させることができる言語として

規定されている。http://www.w3.org/TR/SMIL/ 



 

名称 意味（解説及び定義） 

Media 

Overlays 

EPUBの仕様の一つ。主に、SMILを利用してマルチメディアデータと

テキストとの同期を取る仕掛けを示す。メディアオーバーレイと読む。

http://www.idpf.org/EPUB/30/spec/EPUB30-mediaoverlays.html 

SSML 

Speech Synthesis Markup Language の略で、W3Cで規定されている

言語仕様。日本語では、「音声合成マークアップ言語」という。合成

音声を生成するのに必要な発音、声量、音高等々をテキストに対して

マーク付けを行う目的の XMLベースの言語を示す。

http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/ 

PLS 

Pronunciation Lexicon Specificationの略で、W3Cで規定されてい

る言語仕様であり、発音辞書を規定するために用いられる。日本語で

は「発音辞書仕様」という。SSMLに組み込むことができる発音辞書は

PLSを利用して記述される。 

http://www.w3.org/TR/pronunciation-lexicon/ 

音声読み上げによる

電子書籍 

アクセシビリティ 

定常的もしくは短期的に視覚による読書ができない、ないしは視覚

による読書に困難が伴う状態を、TTS機能を利用して読書（聴読）が

できる状態にすることの総称。 

アクセシビリティ 

支援機能 

OSが提供する読み上げなどの障害者支援機能。読み上げ機能として

は、iOSでは、VoiceOverが搭載されており、Androidでは、TalkBack

が搭載されている。その他の支援機能には、ズーム機能、色の反転、

文字の拡大及び太字切り替え、コントラストの修正などがある。 

視覚障害者等 

本報告書では、著作権 37条 3項にて「視覚障害者その他視覚による

表現の認識に障害のある者」として定義されている「視覚障害者等」

に加え、平成 22年 2月に発行された「図書館の障害者サービスにおけ

る著作権法第 37条第 3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライ

ン」において、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のあ

る者」として例示されている、視覚著作物をそのままの方式では利用

することが困難な人を含めて定義する。例としては下記の人となる； 

『視覚障害、聴覚障害、肢体障害、精神障害、知的障害、内部障害、 

発達障害、学習障害、いわゆる「寝たきり」の状態、一過性の障害、

入院患者、その他図書館が認めた障害』 
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1. はじめに  

1.1. 本調査研究の目的 

1.1.1. 背景 

電子書籍の規格である EPUB3およびその派生規格 が多くの電子書籍ストアで採用され、またタブレ

ット端末やスマートフォンが広く普及したことにより、電子書籍市場が大きく成長してきている。こ

のような状況の下、視覚障害者等が、デジタル技術の活用によって書籍を利用できるようになること

が期待されており、政府が平成 25 年 9 月に策定した第三次障害者基本計画においても、「電子出版

は、視覚障害や学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資

すると期待されることから、関係者の理解を得ながら、アクセシビリティに配慮された電子出版の普

及に向けた取組を進める」とされている。また平成 25年 6月、「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が制定され、平成 28 年 4月 1 日から施行された。

これにより、視覚障害者等に対する読書機会の提供に関して、出版社等は「～その実施に伴う負担が

過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなけ

ればならない（障害者差別解消法第 8条 2項）」とされ、アクセシビリティへの配慮が求められるよ

うになった。 

また日本では、高齢化による老眼など、視力の衰えを感じる人が増えている。平成 22年の国勢調査

をもとにした人口統計では、老眼の可能性が出てくる 40歳以上の人口は全人口の 65％を超えている

と報告がある。通常の老眼であれば、矯正用の眼鏡を使用して読書することは可能であるが、老眼が

進んで矯正が難しくなる人もいるため、視覚著作物をそのままの方法で利用することが難しくなる。

今後高齢化が進展するにつれ、矯正困難な老眼などの読書が困難な人が増加すると考えられ、これら

の方々にとっても電子書籍の音声読み上げ機能が有用になる。 

さらに、総務省統計局平成 27年 3月の人口推計では、在日外国人が 165 万 2千人いるとの報告があ

る。在日外国人の多くは、仮名漢字交じりの文を苦手にする人や読めない人も多い。そうした人も、

書籍を音声で読み上げて利用するユーザとして期待される。米国等ではオーディオブックのように音

声で読書する習慣も定着していることから、将来的には日本でも、一般の健常者が新たな書籍へのア

クセス手段として音声読み上げを利用する可能性も期待できる。 

 

現在、iOSや Android などのモバイル OSのアクセシビリティ機能を利用した音声読み上げ、文字の

拡大、フォントの変更、色の反転などによるコントラストの調整等により、一部のアクセシブルな読

書環境は整いつつあるが、電子書籍のアクセシビリティ対応は未だ不十分である。特に、音声による

読み上げに関しては、専用の音声読み上げソフトを活用する以外には、OSのアクセシビリティ支援機

能に依存しており、誤読や読み飛ばしにより、正確に読み上げが行われない場合も多い。 

一方、正確な音声読み上げを行うために、あらかじめ人が読み上げ録音した音声データを電子書籍

に添付し、テキスト情報とリンクすることで音声読み上げを実現する方法がとられることがある。こ
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の場合、読み上げ、音声データのテキストとの紐付けなどに多くの工数がかかることに加え、電子書

籍が音声データを持つことによって音声データを持たない電子書籍と比べてデータ容量が 100 倍から

1000 倍以上になり、データのダウンロードや端末内での多数の電子書籍の保存や管理が難しくなる等

の多くの課題が存在する。 

これらの課題を解決し、音声読み上げによる電子書籍のアクセシビリティ対応を実現するために、

ソフトウェアによる音声読み上げ機能、いわゆる TTS（Text To Speech：音声読み上げ）機能を用い

ることが想定される。しかしながら、TTS機能 を用いて日本語の電子書籍を読み上げる場合、大きく

以下の 3点が問題となる。 

 

(1) 音声読み上げでの読みやアクセント、間などは、言語解析等の全自動の処理で決められるため、

文によっては誤読や読み飛ばしが発生したり、不自然な読み方になってしまうことがある。 

(2) 出版社や制作会社等が通常の電子書籍コンテンツの制作に係る工程に加え、アクセシビリティ

対応のための工程が必要となるため、アクセシビリティ対応が十分に行われていない。 

(3) タブレット端末や電子書籍リーダー等が上記の方法に対応した音声読み上げ機能を備えていな

い。 

このため、TTS機能を用いて正しい読み上げを行うための課題解決が求められている。 

 

1.1.2. 調査の目的 

将来、OSのアクセシビリティ支援機能の向上により、電子書籍の音声読み上げ精度が格段に向上す

る可能性もあるが、それがいつ実現できるかはいまだわからない状況である。また、読み上げ精度が

向上してもジャンルによっては、正確な読み上げができないものも残ると考えられる。そのため、早

期に音声読み上げによる電子書籍のアクセシビリティの向上を図るためには、上記の TTS機能を用い

た電子書籍の読み上げの仕様を標準化し、読み上げ品質の向上や許容されるコストを考慮したうえで、

導入を検討する必要がある。 

そこで本調査研究では、電子書籍制作者の負担を極力少なくして、音声読み上げによるアクセシビ

リティに対応した電子書籍を制作できるようにするための仕様や業務フロー等のあり方、及び電子書

籍リーダー（以下「リーダー」という。）において容易に音声化対応を実現するための仕様や仕組み

（データの表現方法も含む）等のあり方について調査研究を行ってきた。その成果として、どのよう

な業務フローで制作すれば、負担が軽減できるか、どのような制作支援ツールがあればアクセシビリ

ティに対応した電子書籍をより多く制作できるかという課題と指針を示すことにより、電子書籍のア

クセシビリティ対応の推進に資することを目指す。 

 

 1.1.3. 音声読み上げによる電子書籍アクセシビリティの実現レベル 

音声読み上げによる電子書籍アクセシビリティについては、視覚障害者等が健常者と同様に電子書

籍を利用できるようになることが理想である。しかしながら、最低限のアクセシビリティすら実現さ
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れていない電子書籍のコンテンツ及びリーダー、さらには電子書籍ストアが多いのが現状であるため、

直ちに理想を達成することは現実的ではなく、段階を追って理想に近づけていくことが有効と考えら

れる。 

そこで平成 26年度事業において、音声読み上げによるアクセシビリティの実現レベルを達成度に合

わせてレベル１からレベル３の 3段階で定義した（まったくアクセシビリティ要件が満たされていな

い状態をレベル 0とした）。ただしこのレベル分けは、あくまで本調査研究において仮に設定したも

のであるため、今後、電子書籍及びアクセシビリティに関わる様々な者によって、より議論を深めて

いくことを期待する。 

表 1-1に、電子書籍のコンテンツ及びリーダーに関する音声読み上げによるアクセシビリティの実

現レベルについて示す。 

 

表 1-1 音声読み上げによる電子書籍アクセシビリティの実現レベル（案） 

レベル 電子書籍コンテンツ リーダー 

0  音声読み上げを行えるようなテキスト

データを持たない場合。 

 

 

 OSが提供するアクセシビリティ支援機

能を利用することができない場合。 

 又は、電子書籍専用端末が、アクセシビ

リティ支援機能を持たない場合。 

1  音声読み上げに対応できるよう、テキス

トデータを持っていること（紙面が画像

で構成されている固定レイアウト型の

場合は、マルチレンディション1により、

画像とは別にテキストデータを持つ）。 

 かつ、最低限の構造化がなされているこ

と。 

 電子書籍コンテンツに含まれるテキス

トデータを、OSが提供するアクセシビ

リティ支援機能に渡せること、またはリ

ーダーがテキストデータを読み上げで

きること。 

 また、電子書籍の構造に従い、最低限の

ナビゲーション機能が利用できること。 

 

2  テキストを正しく読み上げできるよう、

誤読しやすい部分や音声化しないと内

容伝達に支障がある画像等（例えば外

字）に対して、正しい読み方の情報を持

っていること。 

 かつ、章や節などが正しく構造化されて

いること。 

 

 電子書籍コンテンツに含まれるテキス

トデータを、OSが提供するアクセシビ

リティ支援機能に加え、TTSソフト等の

アクセシビリティ支援ツール等に出力

できること。 

 又は、レベル 2以上の電子書籍コンテン

ツが持つ読み方の情報をテキストデー

タとともに出力できること。 

 上記に加え、電子書籍コンテンツの構造

に従い、目次と本文の間の移動、飛ばし

読みなど適切なナビゲーション機能が

提供されていること。 

3  レベル 2に加え、電子書籍のテキスト及

び音声化しないと内容伝達に支障があ

る画像等（例えば外字）のすべてに対し

 レベル 2に加え、レベル 2以上の電子書

籍コンテンツが持つ、読み方その他発話

に関する情報に基づき、その指示とおり

                             
1 EPUB Multiple-Rendition Publications 1.0（http://www.idpf.org/epub/renditions/multiple/） 

マルチレンディション（マルチプル-レンディション）とは、同一内容で表示形式が異なる複数のコンテンツを保

持しており、必要に応じた形式で表示を可能とすること。 
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レベル 電子書籍コンテンツ リーダー 

て、正しい読み方の情報もしくは正しく

読み上げられた音声データファイル

（audioデータ）を持っていること（肉

声、TTSは問わない）。 

 また、発話する言語種別に関する情報、

発話音声の種別（性別、声質等）に関す

る情報を持っていること。 

に正しく読み上げできること。 

 その際に、読み上げスピードの変更等、

利用者に適した読み上げを行えるよう

に調整を行えること。 

 また音声データファイルを持つ電子書

籍の audioデータを再生することがで

き、メディアオーバーレイ（media 

overlays）の機能が再生可能なこと。 

 

上記のレベルを現状に当てはめた場合、コンテンツについては、テキスト情報を持たない固定レイ

アウト型の電子書籍はレベル 0、リフロー型の EPUB3ファイルはレベル 1となり、レベル 2について

は現在該当するものはない。オーディオブックや DAISYなどの音声付 EPUBは、ほぼレベル 3の要件を

満たしている。リーダーについては、次章で研究したとおり、国産のほとんどの電子書籍リーダーが

レベル 0であり、Kobo及び、Kindle、iBooks、Googole Play Booksなどは、コンテンツの構造に対応

したナビゲーション機能を除いてはレベル 1の要件を満たしている。レベル 2については該当がなく、

レベル 3については、DAISY プレーヤが該当している。 

 

なお、上記の実現レベルを定義する上で、ウェブサイトのアクセシビリティに関する基準が参考に

なる。ウェブサイトのアクセシビリティ実現に際しては、ウェブサイトのアクセシビリティを規定し

た JIS X8341-3:2016「 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及び

サービス－第 3部：ウェブコンテンツ」を満たすことが求められている。これはウェブサイトが視覚

障害者や肢体不自由者にとっても利用可能となるための要件を規定するものであり、公共機関のウェ

ブサイトはこれに準拠することが強く求められているほか、民間のウェブサイトにおいても障害者等

を対象とした情報提供・オンラインショッピングを行う際には JIS対応が強く期待されている。 

JIS X 8341-3:2016では「箇条 7 ウェブコンテンツに関する要件」で 4つの原則と、12のガイド

ラインを設け、達成基準を示している。この達成基準については、等級 A、AA、AAAの 3段階で規定さ

れており、等級 Aは最低限の要求事項となっている。 

今後、音声読み上げによる電子書籍のアクセシビリティの実現レベルを策定していく場合には、上

記のウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインとの整合性についても検討することが望ま

しい。 

 

1.2. これまでの経緯及び本年度のテーマ 

1.2.1. 平成 26年度の成果 

平成 26年度は以下の調査・研究を実施した。 

(1) 音声読み上げ対応電子書籍の制作フローの整理と出版社と制作事業者間での役割分担、制作や

内容確認のための手順やインタフェース等の具体化 
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(2) 出版社や電子書籍ストア毎にカスタマイズした音声読み上げ対応電子書籍を制作するのではな

く、全ての電子書籍ストアで共通的に利用可能な音声読み上げ対応電子書籍を実現できるよう

にするための音声読み上げ対応電子書籍の標準仕様やインタフェースの定義 

(3) 音声読み上げに対応した電子書籍の市場性についての検討 

これら検討の結果、以下のような成果が得られた。 

 EPUB形式の電子書籍に正確な読み上げ情報を付与するための、SSMLによる記述書式の定義 

 EPUB形式の電子書籍に含まれる読み間違いやすい単語等に読み情報を付与するための、PLS に

よる読み上げ辞書の記述書式の定義 

 リーダーと TTSソフトとの間で読み上げに関する情報をやり取りするためのインタフェース仕

様案 

 現在の電子書籍制作プロセスに音声読み上げ対応のための業務を追加するための業務フロー案 

 音声読み上げ対応の業務を効率的に実施するために必要となる、制作支援ツールの機能要件 

 読み上げ情報が付与された電子書籍を出版社と制作会社の間で効率的に確認・修正するための

業務フロー案 

また平成 26年度はこれら成果を取りまとめ、「音声読み上げによるアクセシビリティに対応した 

電子書籍制作ガイドライン」を取りまとめ、公表2した。 

 

1.2.2. 平成 27年度の成果 

平成 27年度は前年度の成果に基づき、実際に音声読み上げ対応電子書籍を制作し、またそれを再生

するための音声読み上げ対応電子書籍制作支援ツールや音声読み上げ対応電子書籍リーダーのプロト

タイプを作成し、制作フローや読み上げ品質の評価検証を行った。この結果、以下の成果が得られた。 

 

制作フローの実証 

 読み間違いや読み飛ばしをほとんど修正できる業務フローの定義 

 制作支援ツールを用いることにより、読み情報の修正を容易に行い、修正結果を確認できること

の実証 

 読み校正に熟練していない作業者でも、大きな支障なく読み情報の修正を行うことができること

の確認 

 

品質評価 

 読み間違い、読み飛ばしのない音声読み上げが OSの支援機能と比較して高品質であることの実証 

 学術分野の専門書など、音声読み上げに対して高い価格を受け入れるジャンルの明確化 

 

                             
2 http://www.soumu.go.jp/main_content/000354698.pdf 
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1.2.3. 解決すべき課題 

平成 27年度の実証において、実際に制作支援ツールを用いて音声読み上げ対応電子書籍を制作し、

その読み上げ品質を評価した結果、以下に示す課題が明らかになった。 

 

表 1-2 平成 27年度の実証で明らかになった課題 

項目 課題 

制作プロセス 

 読み上げ校正にかかる工数が多いため、現状では制作期間がかかってしまい、

また制作コストが高くなってしまう 

 読み上げ校正のルール、制作手順が整理不足 

 最終的に音声による確認が必要であり、どのように確認するかの検討が必要 

 制作支援ツールの機能や操作性について修正すべき点や追加すべき機能が多

数指摘されている 

 支援ツールに、イントネーションや文節区切りを容易に修正・確認できる機

能が必要 

品質評価 

 広く受け入れられるためには、イントネーションや文節区切りについても併

せて修正を行う必要がある 

 高い価格を支払ってもよいジャンルと、そうでないジャンルがあり、ニーズ

のあるジャンルやユーザ属性などに焦点をあて、ターゲットを絞った読み上

げ対応電子書籍の提供方針を考える必要がある 

 

このように、音声読み上げ対応電子書籍により高品質な読み上げを実現できることが明らかになっ

たが、これを広く普及させていくためには、まだ解決すべき課題が残っていることが明らかになった。

まず音声読み上げ対応電子書籍を制作するためにかかるコストについては、一層の低減を図ることが

必要となる。また紙の書籍と比べて音声読み上げ対応電子書籍の発売時期が遅くなってしまうと販売

機会を逸してしまう恐れがあることから、できるだけ短い期間で音声読み上げ対応電子書籍を制作で

きるようにすることも必要となる。 

読み上げ品質に関しては、読み間違いや読み飛ばしをなくすことに加え、発音についても改善を行

うことが望ましいという意見が得られていることから、イントネーション等も含めた読み上げ品質の

更なる向上が求められる。 

電子書籍ストアや出版社からは、音声読み上げ対応電子書籍の標準化がなされないと、リーダーを

音声読み上げに対応させることや、音声読み上げ対応電子書籍を制作し、発売することが難しいとの

意見も上がっている。この他、SSMLの標準化推進を図るとともに、制度面や環境面で事業者の音声読

み上げ対応の促進を図っていくことも必要である。課題と、その解決に向けた考え方について、表 1-3

に整理した。 
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表 1-3 課題解決に向けた考え方 

課題種別 課題解決に向けた考え方 

制作コストの低減 

 作業フローの見直し・自動化による工数の大幅削減 

 自動化・機械化可能な業務の整理と実現方法の具体化 

 クラウド環境等を通じた、多様な作業者の活用（例：音訳

ボランティア等） 

制作時間の短縮 

 作業フローの見直し・自動化による工数の大幅削減（上に

同じ） 

 自動化・機械化可能な業務の整理と実現方法の具体化（上

に同じ） 

 クラウド環境を活用したコミュニケーション向上による、

工程間の移送時間等の削減（クラウド上での原稿データや

校正データの共有・利用等） 

読み上げ品質の 

更なる向上 

 イントネーションの高品質化（自動化、作業者による修正

の容易化） 

 読み上げ情報の自動付与段階での品質向上（辞書機能の改

善、機械学習等） 

 専門スキルを持った人材の活用による品質向上 

 音声確認業務の支援による修正漏れの削減 

SSMLの標準化推進および 

事業者の音声読み上げ対応の促進 

 W3Cへの仕様反映 

 出版社、リーダー開発会社、電子書籍ストア等での対応支

援 

 

1.3. 調査研究内容 

本年度はこれら課題解決のための取り組みとして、「音声読み上げ対応電子書籍制作支援クラウド

（以下、制作支援クラウド）」を開発し、制作コストの低減と制作時間の短縮を行うためのあるべき

業務フローの整理と、読み上げ品質の更なる向上の可能性について検証することとした。 

音声読み上げ対応電子書籍の制作では、自動付与された読み情報を校正者が確認し、間違った読み

が付与されている箇所や、外字を用いている等の理由で読みが付与されていない箇所に正しい読み情

報を付与することが必要となる。これを迅速かつ少ない工数で実施するための方法として、多数の作

業者が時間的・空間的制約が少ない形で読み校正に参加できる仕組みが有効なのではないかと考えた。 

例えば、このような制作環境を早期に実現するため、音声読み上げ対応電子書籍の制作に現在公共

図書館等で DAISY音声図書の制作に携わっている音訳ボランティアの方々等様々な人が参加し、視覚

障害者等の要望に応じて迅速かつ低コストに制作できる環境を実現するための、制作支援クラウドが

考えられる。この制作支援クラウドでは、元となる電子書籍のテキストデータを保護しつつ、多様な
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方々がボランティア、あるいは比較的低いコストで協力することによって、高品質な読み上げ情報の

付与を低コストで実現できる。 

 

そこで音声読み上げ対応電子書籍の制作クラウドのプロトタイプを開発するとともに、このプロト

タイプを利用して音声読み上げ対応電子書籍の制作を行い、また制作した音声読み上げ対応電子書籍

の品質について利用者に評価いただくことにより、音訳ボランティアや電子書籍制作に精通していな

い制作支援者が利用する際の課題の摘出を行った。これらにより、制作支援クラウドを活用して音声

読み上げ対応電子書籍を低コストかつ短い時間で制作できる環境について実証した。 

併せて EPUB書式の中で SSMLによって読み情報を記述するための仕様についての標準化推進と、出

版社や電子書籍ストア等の音声読み上げ対応推進を図ることにより、音声読み上げ対応電子書籍の普

及促進のための働きかけを行った。 

調査項目を以下に示す。 

 

(1) 音声読み上げ対応電子書籍をクラウドに対応させるための制作支援クラウドの実証 

(2) 制作した音声読み上げ対応電子書籍の評価 

(3) 音声読み上げ対応の普及に向けた検討 

 

図 1-1 本年度調査研究の考え方 

 

 

 

 

1.4. 検討委員会 

検討を行うにあたり、専門的な知見を有する有識者による検討委員会を設置し、指導・助言をいた

だきながら調査を遂行した。委員会の構成メンバーを表 1-4に示す。 

 

制作コストの低減 制作時間の短縮

妥当な読み上げ品質
の確保

音声読み上げ対応電子書籍
制作支援クラウド
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表 1-4 検討委員会（委員会）構成メンバー 

役割 氏名 所属・役職等 

会長 

（委員長） 
松原 聡 東洋大学 副学長 経済学部教授 

委員 植村 八潮 専修大学 文学部教授 

委員 野口 武悟 専修大学 文学部教授 

委員 小高 公聡 NTTクラルティ株式会社 アクセシビリティ推進室長 

委員 吉澤 新一 
一般社団法人 日本電子書籍出版社協会 専務理事 

兼 事務局長 

委員 吉井 順一 IDPF理事（講談社 社長室） 

委員 乾 智之 講談社 広報室 室長 

委員 古城 純一 
大日本印刷株式会社 hontoビジネス本部 

出版ソリューションユニット制作ソリューション開発部部長 

委員 村上 俊男 
凸版印刷株式会社 トッパンアイディアセンター 

クリエイティブ本部担当部長 

委員 石橋 穂隆 
株式会社 ACCESS 電子出版事業本部 

教育事業統括責任者 

委員 森田 眞弘 

株式会社東芝インダストリアルＩＣＴソリューション社 

商品統括部メディアインテリジェンス商品推進部 

メディアインテリジェンス商品開発担当参事 

委員 田辺 可奈絵 楽天株式会社 Kobo ジャパン事業部 デジタルマガジン課 

委員 大野 勝利 アライド・ブレインズ株式会社 代表取締役 

委員 岡山 将也 株式会社日立コンサルティング マネージャー 

委員 山本 幸太郎 有限会社想隆社 代表取締役 

 

 

委員会では、調査研究での検討課題の整理や、電子書籍制作に関する知見の提供、調査研究結果の

評価等を実施した。表 1-5に、検討委員会での検討内容を示す。 
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表 1-5 検討委員会での検討内容 

委員会での検討項目 論点 

① 音声読み上げ対応電子書籍制作における 

工数削減・時間短縮についての検討 

 音声読み上げ対応電子書籍制作の効率化に向

けた制作フローの在り方検討 

 ツールを用いて自動化すべき業務、自動化の

方法の検討 

 運用面での課題整理 等 

② 制作支援クラウドにおける課題の検討 

 制作支援クラウド利用者の要件 

 システム面・管理面でセキュリティ対策の在

り方 

 制作支援クラウドを利用する際の運用ルール 

等 

③ 音声読み上げ対応電子書籍の品質評価に

関する検討 

 品質評価方法の妥当性の確認 等 

④ SSMLの実装の標準化を目指した出版社・

電子書籍ストアの対応についての検討 

 SSML実装の必要性について 

 普及のための取り組みの在り方 

 標準化の推進 等 

 

1.5. 実施スケジュール 

本調査研究は 12月後半から着手し、3月末までの期間で実施した。12 月後半から 1月前半にかけて

制作支援クラウドの在り方検討を行い、検討を進めながら並行して制作支援クラウドのプロトタイプ

開発を行った。また 2月からプロトタイプを用いて制作フローの実証を行い、その過程で制作した音

声読み上げ対応電子書籍を用いて読み上げ品質の評価を行った。普及促進策の検討については、2月

中に実施した。 

図 1-2に、実施スケジュールを示す。 
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図 1-2 実施スケジュール 
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2. 制作支援クラウドのプロトタイプ開発  

2.1. 制作支援クラウドの概要 

2.1.1. 制作支援クラウドの機能 

制作支援クラウドが実装された際には、青空文庫など著作権が切れた作品やパブリックドメインと

して公開されるものに関しては、出版社や制作会社以外の制作支援者が制作に参加することが想定さ

れる。一方、著作権が保持されている商用の電子書籍に対する読み情報の付与については、権利保護

の観点から、制作管理者と制作支援者の間で契約によってコンテンツの取り扱い方を厳しく規定する

とともに、技術面でも制作支援クラウドから発売前の書籍のテキストデータが抽出できないようにす

るなど、セキュリティ面での対応が求められる。 

また、制作支援クラウドを利用した読み情報の付与では、制作管理者と制作支援者が物理的に離れ

ており、紙をやり取りすることが想定しにくいこと、また制作支援者がプリンタを持たず、紙面の印

刷出力ができないこと、そしてパソコンやブラウザの環境も異なり、プラグインソフト等をインスト

ールして利用することが難しいといったことも想定される。 

このため制作支援クラウドは、できる限り機能をサーバ側に持つこと、画面上で処理を完結できる

こと、そしてコンテンツのセキュリティが担保されていることが求められる。そこで制作支援クラウ

ドのプロトタイプ開発にあたり、下記の要件を満たすことを前提に設計・実装を行った。 

 

（機能のサーバ側への集約） 

 特別なソフトウェアを修正環境にインストールすることなく、ブラウザだけで作業できること。 

（画面上での処理の完結） 

 画面上で、読み及び発音記号の修正が行えること。 

 修正しながら発音記号を音声化し、聞いて確認できること。 

 リフロー型 EPUB を取り込み、自動で読みを付加し、この状態を初期状態として、利用者によ

る修正を開始できること。 

（セキュリティの担保） 

 テキストはブラウザで表示できるものの、コピーできないこと。 

 認証によって利用者を管理できること。利用者は出版社、制作管理者、制作支援者の 3種類と

する。 

 

この要件を満たす制作支援クラウドのプロトタイプは、クラウドを活用し、EPUB形式の電子書籍か

ら、SSMLによる読み上げ情報を付与した電子書籍を多人数で分担・協力しながら作成するためのシス

テムとして、認証モジュール、制作支援モジュール、リーダーモジュール及び発音記号生成・音声合

成モジュールの４つのモジュール構成とした。 
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図 2-1 制作支援クラウドの全体構成 

 

 

出版社、制作管理者、及び制作支援者は、認証モジュール経由で制作支援クラウドにアクセスし、

あらかじめ許可された機能及びコンテンツを利用することが可能となる。全体構成図は参加者の役割

を踏まえているため出版社、制作管理者が制作支援クラウドの上側に配置されているが、利用時には

制作支援者と同様に認証モジュール経由となる。各モジュールは、表 2-1に示す機能を持つ。 

 

表 2-1 制作支援クラウドの機能一覧 

 機能名 機能内容 

認証モジュール 利用者登録  制作支援クラウドを利用するユーザを登録・管理す

る機能 

認証  ID 及びパスワードによりログインし、IDに応じて

編集可能なコンテンツを制御する機能 

 プロジェクト管理  読み込んだ EPUBのタイトルや各章に対し、制作管

理者、制作支援者等を指定する機能 

 履歴管理  編集中に保存された情報を、作業者の情報とともに

履歴として保存する機能 

制作支援者 制作支援者制作支援者

音声読み上げ対応電子書籍
制作支援モジュール

音声読み上げ対応電子書籍
リーダーモジュール

発音記号生成・音声合成モジュール

支援ツール・リーダーサーバ

出版社

制作管理者

認証モジュール
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 機能名 機能内容 

制作支援モジュ

ール 

EPUB 読込  音声読み上げ対応でない（テキスト付）EPUBの読

み込み機能 

 タイトル表示／章

一覧表示 

 登録されている書籍タイトルを一覧表示する機能 

 タイトルをクリックすると、そのタイトルに含まれ

る章を一覧表示する機能 

 読み修正  オペレータ（EPUB制作者）が読み上げ情報の修正

を行うための編集機能 

 SSML 画面表示  読み情報が付与された EPUB ファイルを、発音記号

付きまたは発音記号なしの読み情報とともに画面

に表示する機能 

 EPUB 生成＆書出  SSML 付 EPUB生成及びファイル書出機能 

 印刷  読み情報が付与された EPUB ファイルを、発音記号

付きまたは発音記号なしの読み情報とともに印刷

出力する機能 

発音記号生成・

音声合成モジュ

ール 

PDF アップロード  EPUB の各章に対して、その章に紐づけられた PDF

ファイルをアップロードする機能 

EPUB 解析  EPUB 書籍を解析し、読み上げ付与の対象となる漢

字仮名交じり文を抽出する機能 

日本語読み解析＆

発音記号列生成 

 文章読み解析・読み上げ情報付与機能 

リーダーモジュ

ール 

SSML 読み上げ  SSMLによる読み情報が付与された EPUBファイルを

読み上げる機能 

 

 

2.1.2. 制作支援クラウドで付与される発音記号 

SSMLで用いられる発音記号の記述言語としては、国際音声学会が世界の言語音声を共通の記号によ

って表そうと制定した国際音声記号（IPA：International Phonetic Alphabet)と、電子情報技術産業

協会（JEITA）が日本語の表記のために規定した日本語テキスト音声合成用記号(JEITA IT-4006)があ

るが、制作支援クラウドでは、JEITA IT-4006による発音記号を付与することとした。 

IPAは国際標準であるが、英単語の発音を表す記号（例：tomorrow→təmɔ'ːrou）として使われてい

るように、日本語を日常的に使っている人が記号から音をイメージすることが困難である。一方 JEITA 

IT-4006では日本語の発音をカナで示すことから、記号から音をイメージすることが容易である。ま

た JEITAは IPAの発音記号と一対一対応しており、JEITA IT-4006で発音を振っておけば自動処理で
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IPAに変換することも可能である。これらを踏まえ、制作支援クラウドでは JEITA IT-40063での発音

記号付与を選択した。 

今回付与したカナ以外の発音記号を、表 2-2に示す。 

 

表 2-2 実証実験で利用した発音記号 

記号 意味 説明 

’ アクセント記号 この記号がつけられた発音を強く発声する。 

／ 文節記号 文節を区切るための記号。この記号を入れることで、読点

（「、」）に相当する間をあけることができる。 

｜ フレーズ区切り記号 フレーズを区切るための記号。この記号を入れることで、

句点（「。」）に相当する間をあけることができる。 

． 文末記号 文章の終端を表す記号。 

＞ 無声音記号 ＞の前にある音節文字を無声音にする。なお JEITA 

IT-4006(4002)では、％を利用するが、本実証実験では、実

装上の都合、＞に置換している。 

ー 長音記号 この記号の付いた前の音を伸ばす。 

 

 

2.2. 制作支援クラウドのプロトタイプ開発概要 

制作支援クラウドのプロトタイプには以下に述べる機能が各画面に用意されており、修正に関わる

ものは、自身のワークフローの中で適切な機能を使って修正作業にあたることができる。 

 

編集画面 

読み修正を行う画面である。下記の機能を実装した。 

 

 音声を聞きながら修正ができる。 

 バージョン管理を行い、任意のバージョンと最新バージョンを比較、修正箇所がわかるようオ

レンジ色でハイライトされる。 

 音声は、男性と女性の 2種類を用意し、速度も 10段階のスピードで作業する者が自分に合わ

せて環境設定できる。 

 制作管理者から与えられた指示書などを PDFによって章で作業する制作支援者が共有するこ

とができる。 

 本文の検索ができる機能。 

 

                             
3 制作支援クラウドの実装上の都合により、一部の記号を JEITA IT-4006で定められた記号と異なる記号に置き換え

ている。 
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図 2-2 編集画面 

 

 

 

再生画面 

主に聴覚で発音確認することを考慮したモード。音声の連続再生に伴い、現在の発話中の文字列が

ハイライトされる。これにより文字を読みながら音声が正しいか判断しやすくなる。発音修正に主眼

が置かれているため、画像や表などはポップアップ画面で確認する仕様になっている。 
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図 2-3 再生画面 

 

 

 

ゲラモード 

音声を聞かずに文字だけで文章の上に総ルビのように発音記号を付加し、読みだけの確認を従来の

赤字入れのように行うためのモード。プリントアウトしてチェックするためのモードとして使用され

る。 

元々発音記号は（本文の）ひらがなの部分にも付与されているが、読みにくい場合があるため、間

やアクセントを示す記号を非表示にするとともに、ひらがなの部分で表記と発音が一致する箇所の発

音記号（カナ）も非表示とし、漢字の部分と「私は」の「は」のような表記と読みが異なる部分と送

り仮名の一部だけを表示するようにして、修正者が最小限の確認で済むようにした。 
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図 2-4 ゲラ画面（発音記号非表示モード） 

 

 

 

ユーザ割り当て 

1つの書籍の発音記号修正を１プロジェクト単位として、プロジェクトに対してユーザの割り当て

や権限付与を行う。コンテンツの不正な流出などを防ぐため、出版社が指定する制作管理者しかこの

プロジェクトで読み修正を行う制作支援者を指定することができない。 

 

 

2.3. 制作支援クラウドのプロトタイプ開発における課題 

制作支援クラウドのプロトタイプ開発では、電子書籍の編集や発音記号等に慣れていない人（出版

社、制作管理者、制作支援者）が容易に利用できることを目指すとともに、サーバ側ですべての機能

を提供し、作業者側ではパソコンとブラウザのみですべての機能を利用できる仕組みとしたが、いく

つか課題が明らかになった。 

 

クラウド側で完結するシステム構成の実現における課題 

（開発状況） 

 昨年度のプロトタイプでは、ブラウザの拡張機能として音声合成エンジンをインストールする

方式をとったが、そのため作業者は個別にブラウザに拡張機能をインストールしなければなら
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なかった。また、ブラウザ拡張が音声合成のコアエンジンを含むため、インストール分のライ

センスを音声合成エンジン提供会社に支払う必要があった。 

 本年度のプロトタイプでは、この問題を解決するため、音声合成はクラウド上で行い、作業者

はオンラインでさえあれば特別なソフトウェアをインストールする必要なく利用できるよう

に実装した。 

（課題） 

 クラウドにおかれたシステムが音声合成、編集管理など全てを行うため、ハイスペックなクラ

ウド環境が必要となった。また、作業者の回線の品質も作業効率に影響し、多数の作業者が 1

つの回線で作業するときなどは音声の遅延などがあった。 

これらはサーバスペックの増強、回線品質の向上により解決可能と考えられる。 

 

ユーザインタフェース 

 ユーザインタフェースは様々な人が参加すると想定される制作支援者の作業効率に最も影響

を与えるものの 1つであり、昨年の意見に基づいて改善を図った。ただし、まだ改良の余地が

指摘されている。 

 より多くの作業者の参加を通じて改善要望をいただき、より使い勝手の改善を図ることが望ま

しい。 

 

EPUBの作り方 

 クラウド化とは別の課題として、現在流通している EPUBの作りの統一も課題として挙がった。 

 今回のプロトタイプでは、サーバ側で EPUBを分解解析（パース）し、音声合成エンジンによ

って発音記号列を付与している。しかしながら流通している EPUB には様々な作りのものがあ

り、意図したパースができないものもあった。このため、制作側において SSML付 EPUBの制作

手順、規格の統一化が必要になると考えられる。 

 パースを行う中核機能をパーサーと呼ぶが、今後このパーサーに関しても、流通している様々

な EPUBへの対応状況を調査した上で組み立てることが必要となる。 
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3. 音声読み上げ対応電子書籍の制作に関する実証  

3.1. 実施概要 

3.1.1. 実施フロー 

音声読み上げ対応電子書籍の制作に関する実証では、制作支援クラウド経由で制作支援者を活用す

ることを想定した業務フローを検討し、それに基づいて実証を実施した。図 3-1に、今回の実施フロ

ーを示す。 

 

図 3-1 実施フロー 

 

 

 

上記フローのうち、うち⑤内校修正では、画面上で直接読みを修正する手順と、読み仮名を印刷し

てチェックし、修正箇所のみ画面上で修正する手順を実施した。2種類の内校修正の手順を、図 3-2

に示す。 

 

 

出版社
（事務局）

制作管理者
（事務局）

制作支援
ツール
（クラウド）

制作支援者

EPUB
アップ
ロード

読み情報
自動生成

読み情報
修正

管理者
修正

読み情報
修正

（内校修正）

画面

出校 校了

下版修正

読み情報
修正

下版確認

SSML付
EPUB生
成

承認 画面or音
声での確
認

赤入れ原稿
（紙をPDF化）

修正作業
依頼

修正
報告

受領完了

納品
報告

赤入れ原稿
(サーバ上の
PDFデータ)

画面

画面

画面 画面

画面

送付された
紙面を確認

PDFを制作支援者側で
印刷 赤入れ原稿

（紙）

原稿を見ながら画面で修正
赤字の指定個所以外の修
正は行わない
※指定と結果の責任分担

イントネーションを修正する
場合は、赤字で指示された
発音を修正後、別工程でイ
ントネーションや間を修正

発音の間違いのみ修正
（イントネーションは直さ
ない）

修正指示が反
映されているか
の簡易チェック

紙の送付

メール通知

完了をメール
通知

メール通知

作業依頼を
メール通知

作業終了を
メール通知

支援者登
録／作業
割当

作業工数を
記録

作業依頼

画面

画面確認後、紙面
印刷
作業工数を記録

作業工数を
記録

サーバ
アップロード

＆メール通知

PDFを見ながら修
正箇所をチェック

発注

①

②

③

④

⑤

読み付与
原稿（印刷）

読み付与
原稿に赤入れ

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

読み付与
原稿（印刷）
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図 3-2 2種類の内校修正手順 

 

 

 

3.1.2. 電子書籍タイトル 

本年度の実証においては、文芸、実用書、公文書の 3分野から、計 6タイトルを選定した。 

実証時間が限られていることもあり、実証に際して著作権処理に時間がかかるタイトルでなく、著

作権フリーのものや、電流協自身が出版しているなど、容易に権利処理を行えるものを対象とした。 

それぞれタイトル内の 1つの章を対象として、自動付与された読みの修正を行った。 

制作フローの検証に用いた電子書籍のタイトルを表 2-2に示す。 

 

表 3-1 検証に用いたタイトル一覧 

ジャンル 
タイトル 

（）内は著作者 
選定理由 文字数 

文芸 1 蜘蛛の糸（芥川龍之

介） 

 画像外字が使用されており、そ

の部分に適切な読みを付与する

ことが必要となる 

1章 804文字 

2章 1,727 文字 

2 アインシュタイン 

（寺田寅彦） 

 単語に、外国語のルビ（を日本

語で表記したもの）をつけてい

る箇所があるなど、表記されて

いるテキストと読ませ方が異な

るものがある 

1章 2,909 文字 

実用書 3 電子書籍制作・流通

の基礎テキスト 

 アルファベット略語、技術用語

などが多く含まれており、正し

い発音を自動付与することが難

しいと想定される 

2章 2,554 文字 

画面上での発音修正
（全体を確認しながら修正、
適宜音声再生を行う）

音声による確認
（必要に応じて追加修正）

紙面上での
修正箇所チェック

ステータス変更／
保存

画面上での
チェック箇所の
発音修正

（適宜音声再生を行う）

修正結果の確認
（必要に応じて音声再生・

追加修正）

ステータス変更／
保存

画面上での修正手順

紙を利用した修正手順
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ジャンル 
タイトル 

（）内は著作者 
選定理由 文字数 

4 電子図書館・電子書

籍貸出サービス調

査報告 2014 

 同上 2章 2,324 文字 

4章 1,895 文字 

公文書 5 広報ひらつか

No.1028 

 装飾文字が画像で張り込まれて

いる箇所があり、その部分に適

切な読みを付与することが必要

となる 

予算 1,687 文字 

6 防衛白書 2016年度

版 

 軍事関連用語などが多数含ま

れ、正しい発音を自動付与する

ことが難しいと想定される 

刊行に寄せて

 1,483 文字 

2章第 1節

 3,078 文字 

 

 

3.1.3. 作業実施者 

（内校修正） 

内校修正については、3つのグループで実施した。制作支援クラウドを利用した音声読み上げ対応

電子書籍の制作では、内校修正に多くの制作支援者が関わると想定されること、そしてそれら制作支

援者の多くは電子書籍制作作業、あるいは読みや発音の修正作業にあまり習熟していない場合もあり、

作業者によって作業スキルが大きく異なると想定されることから、今回の実証においても電子書籍制

作に関わったことがない学生モニターと、業務として電子書籍制作を実施した経験を持つ制作事業者

のモニターを用意した。 

この際に、作業手順による工数比較（学生 1対学生 2）と、作業者属性による工数比較（学生 2対

制作事業者）が行えるよう、グループごとに異なる作業フローを割り当てて調査を実施した。 

 

表 3-2 調査モニター（内校修正） 

グループ 実施方法 実施日 人数 

学生 1  発音記号を制作支援ツールの画面上で直接修正する

方法で、内校修正を実施 

 確認のため、画面上での目視及び音声再生を実施 

2月 8日 6名 

学生 2  紙面に印刷した本文と読み仮名を目視チェックし、修

正箇所を紙面上に記入 

 目視チェック終了後、制作支援ツールを用いて画面上

でチェック箇所のみ修正 

2月 13日 7名 
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グループ 実施方法 実施日 人数 

 確認のため、画面上での目視及び音声再生を実施 

制作事業者  上に同じ 2月 20日 5名 

 

（管理者修正／出校・校了） 

管理者修正、及び出校・校了については、事務局 2名が実施した。その際に、同一の作業者が同一

タイトルの管理者修正・出校と校了を行うことがないよう、タイトル 1，3，5について作業者 A が管

理者修正と出校、作業者 B が校了を行い、タイトル 2，4，6については作業者 Bが管理者修正と出校、

作業者 Aが校了を行った。 

 

（下版修正） 

内校修正および管理者修正を行った結果、校了時の修正箇所数が少なかったことから、下版修正に

ついては内校修正を実施するモニターに実施してもらうこととした。 

 

 

3.2. 読み校正の作業工数 

読み校正にかかった時間を測定し、それを 1ページあたり 600字、1冊あたり 200ページと仮定し

て、タイトルごとの作業時間を分析した。 

タイトルによって多少工数は異なっているが、おおむね 1冊あたり 90～130時間かかる計算となる。

100時間前後の作業時間がかかるとした場合、読み上げ対応のためのコストを試算すると、実際の費

用とは異なるが、制作支援者と制作管理者、出版社における校正者の平均的な時給を 2000 円として、

1冊あたり 20万円程度費用が掛かってしまう計算となる。 
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図 3-3 作業工程ごとの工数（600字×200ページ換算） 

 

 

 

参考として、昨年度の実証で校正作業にかかった時間を示す。 

昨年度は紙の書籍の文字数に基づき、200ページ換算で時間を算出したため、厳密には作業対象の

分量が異なるが、短いもので 30時間、長いもので 140時間弱がかかっている。昨年度は本年度の作業

フローと異なり、制作内校として制作管理者レベルのモニターが内校修正および管理者修正に相当す

る作業を一人で実施した。これに対し、制作支援クラウドでは様々な立場、スキルを持つ施策支援者

が内校修正を行うことを想定しているため、作業品質を確認し、品質が低い場合には一定レベルに引

き上げる必要があることから、修正者と管理者で二重に作業を行うフローとしている。 
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図 3-4 昨年度における作業工程ごとの工数（200ページ換算） 

 

 

また、作業工数のデータを用い、各タイトルの読み校正にかかった時間を 100％とし、工程ごとに

どの程度の作業割合となったかについて整理した。この結果、作業工数の約 4割が内校修正であり、

管理者修正および校了の工程がそれぞれ 1/4強という結果となった。なお、下版修正はほとんど工数

がかからないという結果となっている。 

図 3-5 作業工程ごとの工数比率 
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一方、管理者修正では修正件数が少ないが、全体を通して修正漏れがないか、修正内容におかしな

点はないかをチェックする必要があるため、工数はそれなりに発生することが分かった。 

 

同様に、昨年度の工程別の工数比率をみると、制作内校、出版社チェック、校正反映がそれぞれ 1/3

前後となっている。昨年度の制作内校では、本年度の「内校修正＋管理者修正」の工程が含まれてい

る。出版社チェックは「校了」、校正反映は「下版修正」に相当する。 

昨年度の実証において、校正反映に多くの作業を有したことを受けて、本年度は内校修正および管

理者確認でできるだけ多くの修正を行った。このため本年度は、「内校修正＋管理者修正」で全体の

2/3の工数がかかるという結果になっている。 

 

図 3-6 昨年度における作業工程ごとの工数比率 

 

 

 

3.3. 読み校正における修正件数 

作業工程ごとに、作業者がどれだけ読み間違いや読み飛ばし箇所を修正したかの件数を測定し、1

ページあたり 600字の想定で、ページあたりの修正件数を算出した。 

この結果、平均でページあたりの修正数は 6.17件、そのうち、内校修正で全体の 6割弱を実施して

いる。管理者修正よりも下版修正での修正数が多くなっているが、これは管理者修正では図表化され

た文字の読ませ方など、出版社側で決めてもらう必要がある箇所の修正が行えず、下版修正時に出版

社からの指示を受けて実施する必要があることによる。 
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図 3-7 工程別の修正件数（600字換算） 

 

タイトル  

内校修正 管理者修正 下版修正 総修正数 
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電子出版制作・流通の基礎テキスト 0.35 0.00 1.39 1.74 

電子図書館 2.07 0.77 0.77 3.61 

広報ひらつか 1.04 0.00 2.77 3.81 

防衛白書 1.62 0.00 0.40 2.02 

平均 3.63 1.00 1.53 6.17 

 

 

修正数の比率をみると、全体としては、内校修正 6割弱、管理者修正 2割弱、下版修正 3割強とい

った修正件数の比率となっている。ただしタイトルによっては下版修正での修正数が多くなっている。 

例えば下版修正の比率が高い「電子書籍制作・流通の基礎テキスト」では、下版修正において記号

や脚注へのリンク箇所が修正として指摘されている。また「広報ひらつか」では、各項目の先頭に、

画像化された飾り文字が付与されており、これに対する読み指定を下版修正で実施したことによる。 

ただし「電子書籍制作・流通の基礎テキスト」、「広報ひらつか」とも修正の絶対数自体は少ない。 
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図 3-8 工程別の修正数の比率 

 

 

タイトル 内校修正 管理者修正 下版修正 総修正数 

蜘蛛の糸 66.7% 29.2% 4.2% 100.0% 

アインシュタイン 60.7% 0.0% 39.3% 100.0% 

電子出版制作・流通の基礎テキスト 20.0% 0.0% 80.0% 100.0% 

電子図書館 57.1% 21.4% 21.4% 100.0% 

広報ひらつか 27.3% 0.0% 72.7% 100.0% 

防衛白書 80.0% 0.0% 20.0% 100.0% 

平均 58.9% 16.2% 24.8% 100.0% 
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図 3-9 工程別の修正数（600字換算） 

 

 

 

 

3.4. 修正方法による違い 

学生モニターを対象として、「画面上での直接修正」と「紙面チェック→画面修正」の二つのパタ

ーンで内校修正作業を実施し、作業時間の比較を行った。 

この結果、画面上で発音を確認し、間違い箇所を直接修正する方法の方が、倍近い作業工数がかか

っている。 
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図 3-10 内校修正 作業時間（600字あたり換算値） 

 

 

 

作業工数の分布をみると、紙面でチェックしてから画面上で修正する方法が、全般的に低いことが

分かる。また、修正箇所数は方法によって大きな差は出ていないことから、作業効率が工数の違いに

大きく影響しているものと考えられる。 

特に、学生モニターは電子書籍制作の経験を持たず、また発音記号に関する知識もないことから、

直接画面を見ながら発音を修正することに戸惑いを感じたとのコメントが多くあげられた。このため

制作支援クラウドを用いて画面上で直接内校修正を行う際には、あらかじめ十分に操作方法や発音記

号等に関して習熟させるなどの対応が求められる。 
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図 3-11 内校修正 作業時間と修正件数（作業方法による比較）  

 

 

 

3.5. 修正者による違い 

より効率的に作業を行える「紙面チェック→画面修正」の作業手順について、電子出版の知見を持

たない学生モニターと、電子出版制作に携わる制作事業者の比較を行った。比較に際しては、同一タ

イトル・同一箇所を対象とした。この結果を見ると、制作事業者の方が修正作業に多くの時間をかけ

ていることが分かる。 
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図 3-12 内校修正 作業時間（600字あたり換算値） 

 

 

 

内校修正での修正時間と修正数をプロットしてみると、制作事業者の方が時間をかけ、より多くの

修正箇所を見つけていることが分かる。この結果を見ると、制作支援者の経験等によって作業品質に

バラツキがあることが想定される。このため実際の音声読み上げ対応電子書籍制作を想定した場合は、

制作支援者のスキルを評価し、適切な能力を持った支援者に対し、適切な費用で依頼することができ

るような評価制度等を導入することも検討することが必要となる。 
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図 3-13 内校修正の作業時間と修正件数（作業者属性による比較） 

 

 

 

3.6. 作業内容による影響分析 

内校修正で行う作業として、読みが不明な単語の読み方のウェブ検索による調査がある。実証では、

各タイトルで内校修正時に読み確認の為の検索を何回行ったかをカウントするとともに、修正工数と

検索回数の相関分析を行った。 

グラフを見ると、内校修正時に検索が必要な言葉が多く出現した２例では、作業工数が多くかかっ

ていることが分かる。ただし検索を行っていない場合でも時間がかかっているものもあり、相関係数

＝0.238であることから、相関はそれほど高いとは言えない。 
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図 3-14 1 ページ（600字換算）あたり検索件数と内校修正作業時間の相関 

 

 

 

3.7. 作業モニターへのヒアリングより得られた知見 

読み修正の実証に参加したモニターに対し、ヒアリングを実施し、業務フローや制作支援クラウド

に関する課題、改善に向けた指針等に関する意見をいただいた。ヒアリングした項目は以下のとおり

である。 

 

 修正作業を実施して、どう感じたか（困ったこと、面白く感じたこと、等なんでも） 

 支援ツールを使って、よかった点 

 支援ツールに追加してほしい機能 

 支援ツールの機能で、改善すべき点 

 電子書籍を音声読み上げで利用したことがあるか、音声読み上げについてどう思うか 

 その他、気づいた点 
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音声を用いた修正 

現状では「画面上で読み上げ音声を聞きながら直接修正」は、「紙面チェック→画面修正」よりも

時間がかかるが、作業に慣れれば「紙面チェック→画面修正」より早くなる可能性もあることを示唆

するコメントが上がっている。 

また、修正内容を直ちに音声で確認できることについて評価が高く、読み上げ修正において重要な

機能と評価されている。 

 

【モニターコメント】 

 音を聞きながら修正の方が早い。【制作事業者】 

 フローとして、紙に赤字を入れて修正する方が確実ですが、慣れれば、聞きながらの

修正でもよいと思います。（聞いた段階で、「間違い」が 4か所新たに見つかりまし

た）【制作事業者】 

 大きな画面なら紙出力は不要な気がしました。二画面直結スクロールの方が早く作業

できそう。【制作事業者】 

 すぐに音声確認ができるのは良い。【制作事業者】 

 

 

発音記号の分かりにくさ 

実証に用いた制作支援ツールでは発音記号（読み仮名に加え、アクセント位置や間の長さなどを示

す記号）が表示され、その部分を直接編集するようになっていたが、発音記号の編集は難しく、トラ

ブルにつながることが指摘されている。 

 

【モニターコメント】 

 記号がわからないと、「’」が濁点とまぎらわしかったり、修正の際悩みました。【学

生】 

 発音記号の文法について知識がないので、その所為で間違えてスペースを消してしま

ったり、イントネーションのおかしいところが残ってしまう箇所があったことが気に

なった。【学生】 

 半角カタカナだと、記号が、半濁点なのか濁点なのか、分かりづらいと思いました。

【学生】 

 修正画面の段階で見直しのため、平仮名、片仮名（全・半角）が選べると助かります。

【学生】 

 発音記号は別の色にしてほしい。カタカナっぽく見える時がある。【学生】 

 修正部分の発音の文字を変えると、どうしてもイントネーションがおかしくなってし

まう。【学生】 

 半角カタカナ入力は扱い辛く、間違いも見つけにくい。マークダウン記号？は色を付
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けてほしい（判別のため）【制作事業者】 

 

 

読み修正における支援機能 

制作支援ツールで読みを修正する際に、作業を効率化する様々な支援機能について要望が上がった。

これらを実装することにより、作業工数の削減につながることが期待できる。 

 

【モニターコメント】 

（インタフェース） 

 保存したときに画面上に「保存しました」と一言ポップアップがある（出る）といい

なぁ．．．と思いました。【学生】 

 PDFに関するメニュー化、読み上げに関するメニューはまとめてもよいのでは？と思

いました。【学生】 

 マウスオーバーで説明が出る、それぞれのメニューの横に小アイコンをつける、など 

【学生】 

（移動・検索・一括変換） 

 前回の修正箇所が見える機能があるといいと思います。【学生】 

 一度保存した後、確認の為最新のハイライトが見られる機能【学生】 

 検索した単語にジャンプする機能【学生】 

 しおりを何か所にもマークのような形でつけられるようにしてほしい。【学生】 

 しおりをつけたページ位置が、スクロールバーにマークされると助かる。（検索機能

にもほしい）【学生】 

 修正したいワードを全文から検索し、ハイライトが付いたワードの読み方を一括修正

できる機能【学生】 

 途中（一文の）から再生する機能【学生】 

 もう少し早い再生速度があってもいい。【学生】 

 

 

3.8. 評価・分析 

制作支援クラウドを用いることにより、音声読み上げ対応電子書籍の制作工数の低減と、制作時間

の短縮を狙い、制作フローの実証を行った。実証結果は、クラウドによって必ずしも大幅な工数削減

や制作期間短縮に結び付く結果となっていないが、いくつか有用な示唆が得られている。 
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制作支援ツールの改善による工数の削減 

クラウドを用いた実証結果を見ると、制作支援者として非経験者を含む様々な人が関わる場合、発

音記号だけでなく、校正作業自体や PCの操作への不慣れなどの要因で、必ずしも制作工数の短縮がで

きないことが分かった。このため低コストで制作するためには、インタフェースや機能の改善、業務

フローの見直し、制作支援者向け教育ツールなどが必要となる。 

例えば制作支援ツールのインタフェースや機能改善により、制作支援者がより直観的に違和感なく

作業ができる環境を提供することで、一定の工数削減効果が期待できる。また業務フローについては、

内校修正において紙面に印刷するのではなく、画面上で音声を聞きながら修正する方法とし、そのた

めのツール機能の最適化を図ることが必要となる。さらに、PC操作だけでなく、業務フローまで含め

た制作支援者向けマニュアルの作成などが、工数削減に効果があると考えられる。 

 

工程の見直し 

読み校正作業のうち、管理者修正については作業支援者による内校修正結果を確認し、修正漏れを

発見・修正することが主たる目的となる。このため、作業支援者による内校修正の作業品質が向上し、

修正漏れがほとんど起こらないようにできれば、この工程自体をなくすことが可能となる。 

今回の実証でも、「蜘蛛の糸」「電子図書館」を除く 4タイトルでは管理者修正において読み修正

を実施した箇所は０であることから、管理者修正を行わなくても内校修正の品質を担保できる仕組み

を検討することが必要と考えられる。 

 

表 3-3 各工程における修正件数 

タイトル 内校修正 管理者修正 下版修正 総修正数 

  

1ページ（600

字換算）あた

り修正数 

1ページ（600

字換算）あた

り修正数 

1 ページ（600

字換算）あた

り修正数 

1ページ（600

字換算）あた

り修正数 

蜘蛛の糸 11.94 5.22 0.75 17.91 

アインシュタイン 4.80 0.00 3.11 7.91 

電子出版制作・流通の基礎テキスト 0.35 0.00 1.39 1.74 

電子図書館 2.07 0.77 0.77 3.61 

広報ひらつか 1.04 0.00 2.77 3.81 

防衛白書 1.62 0.00 0.40 2.02 

平均 3.63 1.00 1.53 6.17 

 

図 3-5に示したように、管理者修正にかかる工数は全体工数の 27.7%であり、この工程を省略する

ことで、作業工数を３／４に削減することができる。 
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作業支援者のレーティングによる作業品質向上 

管理者修正を行わない業務フローとした場合、作業支援者による内校修正の品質が、管理者修正を

行わなくても問題ないレベルに達していることが必要となる。 

そこで、内校修正の品質を担保する仕組みとして、作業支援者の内校修正結果に基づいてレーティ

ングを行い、出版社や制作会社がスキルの高い作業支援者を選定できるようにすることが考えられる。 

作業支援者にとっては、高いレーティングを得ることで内校修正の依頼を受ける頻度が高まるほか、

レーティングの値に応じて作業単価が高まるような仕組みを導入することにより、担当した内校修正

作業で高い品質のアウトプットを出すことにより、積極的にレーティングを高めるインセンティブを

持つことが期待できる。 

 

図 3-15 クラウドソーシングサイトにおけるレーティングの例 

 

（出典：ランサーズストア http://www.lancers.jp/） 

 

 

作業支援者の作業習熟による工数削減 

今回の実証では、制作支援者、制作管理者は初めて制作支援ツールを用いて読み修正作業を実施し

たため、操作手順等に習熟していない状態での作業となった。このため再作支援者や制作管理者が作

業に習熟することにより、工数を大きく削減できることが想定される。 

図 3-16に習熟曲線の例を示す。この例では、読み校正を 20回実施するごとに作業時間が一定の割

合で減少するという前提で、習熟による作業時間の変化を示している。ただしこの時間短縮効果につ

いては、現状では仮説にとどまっており、制作支援クラウドを用いた読み校正においてどの程度の習

熟効果が期待できるかについては、実際に複数回の作業を実施してもらい、作業速度の測定を行うこ

とが必要となる。 

 

http://www.lancers.jp/
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図 3-16 習熟曲線の例 

 

 

 

クラウドソーシングの活用による作業コスト低減 

クラウドを用い、多くの制作支援者を募って読み修正を行う本モデルでは、制作支援者の工数・費

用をどのように管理するかにより、制作コストが大きく変わってくる。 

クラウドソーシングにおいては、アルバイトのように時給制でなく、プロジェクト単位で契約し、

支払うことが多い。また受託する側は時間の自由度が高いこと、プロジェクトに対して複数の応募が

ある場合にはコンペになる場合があることなどにより、作業費用をかなり低額に抑えることが可能と

なる。 

例えば電子書籍に関連する業務のクラウドソーシングでは、以下のような発注事例がある。 

 

記事校正に関する発注： 

記事の文字数： 約 2,000字 

作業単価： 記事あたり 100円 

 

読み校正の作業単価はまだ事例がないが、例えば上記と同様と仮定すると、600字×2,000文字（1

冊分）で 60,000円の読み校正費用となる。 

 

今回の実証における校正作業は平均で内校校正が 1冊あたり 44時間 21 分強、管理者校正が 1冊あ

たり 29時間 30分強であり、合計 74時間弱となる。平均時給 2,000円として 148,000円の読み校正費

用となるが、クラウドソーシングによって半額以下にコストを引き下げることが可能となる。 
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制作時間の短縮 

読み上げ対応電子書籍の市場性を高めるためには、制作コストの削減によって通常の（音声読み上

げ対応でない）電子書籍に近い価格で提供できるようにすることに加え、制作時間の短縮によって人

気の高い新刊書等を通常の電子書籍とタイムラグがない形で提供できるようにすることが求められる。 

このための方策として、クラウドを活用して内校修正を複数の制作支援者で並行して行うことによ

り、この作業にかかる時間を短縮する方法がある。一方、制作管理者の作業については並列化が難し

いと考えられることから、管理者の作業に必要な時間を短縮する方策については別途検討する必要が

ある。 

 

 

3.9. 検討委員会における議論 

検討委員会において、制作工数を低減するための制作フローのあり方について検討した。この中で、

音声読み上げ対応電子書籍の制作工数を大きく削減するためには、今回の実証で想定したように完成

した EPUBデータをベースに読み情報を付与するのではなく、書籍を制作する中で読み情報も同時に付

与することが必要になるのではないかとの指摘があった。 

 

図 3-17 本実証で想定した音声読み上げ対応電子書籍制作の全体フロー 

 

 

底本の確定
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音声読み上げ対
応電子書籍とし
ての発売

通常の電子書籍
としての発売

紙の書籍としての発売

今回の実証範囲



  41 

図 3-18 音声読み上げ対応電子書籍の同時制作フロー 

 

電子書籍の普及が進んでいる中、紙の書籍と電子書籍を同時に発売するケースも多くなってきてい

る。このため、紙の書籍のための底本と EPUBデータを同時に制作できるようになっている。読み情報

の付与についてもこのプロセスの中で同時に行うことにより、制作時間を短縮できるとともに、制作

工数についても大幅に低減できる可能性があると指摘された。 

 

 今回は出来上がった EPUBから SSMLを付与することが前提となっているが、EPUBの作成と発音

記号の生成を同時にできるようなワークフローなり仕組みができればもっと安くなるのではな

いかと考える。出来上がった EPUBから作ると倍のコストとなるので、読み上げに対応したリー

ダーが市場に出回るようになれば、最初から SSMLを EPUBと平行して作るようなしくみになる

のではないか。 

 

 欧米の出版社ではすべて XMLで編集活動をしていて、紙でアウトプットする場合には InDesign

を使うが、デジタルにする場合には、自分たちで持っているコンテンツマネージメントシステ

ムを使い、EPUBに自動的に書き出せるようになっている。EPUBの仕様がどのように変わろうが、

また Amazonのように EPUBと微妙に異なるフォーマットでも、タグの変換テーブルさえ持って

いれば対応できる。もちろんオーディオブックも対応しており、彼らはそれも出せる。 

 

 著作権に関しても一つの権利のパイプラインの中で著作権をコントロールしたまま、いろいろ

なモードの製品をアウトプットすることが現実にすでに行われている。日本の場合は水平分業

がなされており、出版社は紙で原稿を作るだけ、それを印刷会社や組版会社に発注してデジタ

ルデータを作ってもらい、印刷会社に紙と電子でアウトプットしていただいているという形。 
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4. 制作した音声読み上げ対応電子書籍の評価  

4.1. 実証概要 

3章で作成した音声読み上げ対応電子書籍の品質評価を行った。品質評価では、読み上げ情報が付

与されていない通常の電子書籍を VoiceOver 等の OS の支援機能で読み上げた音声と、制作支援クラ

ウドを用いて読み修正を行った音声読上げ対応電子書籍を制作支援クラウドの読上げ機能で読み上げ

た音声を対象に、主観評価を実施した。 

評価については、電子書籍の制作等を手掛ける出版社や電子書籍制作事業者、視覚障害者等の協力

を得て実施した。 

 

表 4-1 品質評価方法 

実施項目 内容 

制作した音声読み上げ対応電子書籍を制作支

援クラウドの読み上げ機能で読み上げた音声

と、同一箇所を OSの支援機能で読み上げた音

声の、読み上げ品質を人が実際に聞いて主観的

に評価する。 

 イントネーション、文節区切りの滑らかさ 

 人間の朗読者と比較した読み上げの達成レ

ベル 

 商用のコンテンツとして耐えうる水準に達

しているかどうかの評価 等 

 

表 4-2 評価モニター 

モニター種別 モニター人数 概要 

一般 10名  電子出版制作・流通協議会の会員 

 電子書籍制作事業者等で、制作に携わってい

る方 等 

視覚障害者 4名  全盲者で、日常的にパソコンや iPhone等での

音声読み上げを利用している方 

 

評価においては、文芸、実用書、公文書のそれぞれに 1タイトルずつを選定し、OSの支援機能で読

み上げたものと、制作に関する実証で読み情報を修正したコンテンツを制作支援クラウドの読み上げ

機能で読み上げたものとを評価モニターに続けて聞いてもらい、評価項目別の評価と、全般的な読み

上げ品質に関する評価をしてもらった。合わせて、自由記述及びディスカッションにて、音声読み上

げ対応電子書籍について多様な意見をいただいた。 

評価項目は、以下の 4 項目とした。 
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1. 読み間違いが気になるか 

2. 読み飛ばしが気になるか 

3. イントネーションが不自然でないか 

4. 文節区切りの位置や間の取り方が適切か 

 

この 4項目について、5段階で評価してもらった。（5が最も優れている、１が最も劣っている） 

また全般的な読み上げ品質に関する評価では、以下に示す 4段階の評価をしてもらった。 

 

1. 読書をするには十分である 

2. 多少違和感があるが、許容範囲である 

3. 短時間であればよいが、長時間聞くには改善が必要 

4. かなり違和感があり、読書には向かない 

 

評価に際しては、モニター全員が三つのジャンルのタイトルを評価できるようにした。評価対象の

タイトルと評価者分類ごとの評価者数を表 4-3に示す。 

 

表 4-3 評価対象のタイトルと評価者 

タイトル ジャンル 評価者 評価者数 

蜘蛛の糸 文芸 一般 10 

電子書籍制作・流通の基礎テキスト 実用書 一般 6 

電子図書館 実用書 一般 4 

広報ひらつか 公文書 一般 6 

防衛白書 公文書 一般 4 

蜘蛛の糸 文芸 視覚障害者 4 

電子書籍制作・流通の基礎テキスト 実用書 視覚障害者 4 

広報ひらつか 公文書 視覚障害者 4 

合計   42 

 

以降に示す評価結果では、「OSの支援機能」、「読み修正版」といった音声の種別ごとに、全タイ

トル・全評価者の評価結果を集計した平均値を示す。 

また文芸ジャンルの「蜘蛛の糸」については、読み修正に加えて発音の修正も行った「発音修正版」

を、「OSの支援機能」、「読み修正版」と比較する評価をさらに実施した。発音修正では、音訳ボラ

ンティアの協力を得て、イントネーション、間の修正を行った。また、この評価は、一般と視覚障害

者の両方で実施した。 
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4.2. 評価項目別の評価 

OSの支援機能、読み修正版による読み上げ音声を各評価項目について評価した結果を、図 4-1に示

す。この評価の結果、読み修正版が、全評価項目において、OSの支援機能よりも高品質であることが

確認された。 

イントネーション、文節区切りについては、OS の支援機能の評価値が 2.4程度と低いが、読み修正

版では 3.5以上となっている。読み修正版においても、イントネーションや文節区切りについては自

動的に付与された状態のままで修正していないが、制作支援クラウドでは修正された正しい読みに合

わせて日本語の構文解析等を行う仕組みとなっていることから、読みの修正の結果、アクセントや間

の位置が改善し、評価が高くなっているものと考えられる。 

 

 

図 4-1 読み上げ品質の比較（全タイトルの平均） 

 

 

 

ジャンル別に見た項目別評価では、文芸ジャンルにおいてイントネーションの評価が読み修正版で

も 2.79と中央値を下回るレベルとなっており、厳しい評価となっている。また、公文書ジャンルでは

イントネーションの評価が 3.86とかなり高く評価されている。公文書では内容が正しく伝達されれば、

イントネーションはあまり気にならないのではないかと考えられる。 
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図 4-2 読み上げ品質の評価（文芸） 

 

 

2.57

3.14

2.00

2.21

4.00

4.36

2.79

3.50

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

読み間違い

読み飛ばし

イントネーション

文節区切り

OSの支援機能 読み修正



  46 

図 4-3 読み上げ品質の評価（実用書） 

 

図 4-4 読み上げ品質の評価（公文書） 
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発音修正版の評価 

文芸ジャンルの「蜘蛛の糸」については、読みの修正に加え、発音修正を行ったものを制作した。 

発音修正では音訳ボランティアの指示により、イントネーション、間の修正を行った結果、すべて

の評価項目で最も高い評価が得られた。 

項目別にみると、読み間違い・読み飛ばしについては、発音修正を行っていない読み修正版も発音

修正版に近い、高い評価が得られている一方、イントネーション・文節区切りについては、読み修正

版は評価が低く、発音修正を行うことによって大きく評価が高まることが分かった。 

特にイントネーションについては、読み修正版で 2.79と中央値を下回っているものが、発音修正を

行うことによって 3.93とかなり高い水準になったことが読み取れる。 

また、読み間違いと読み飛ばしについては、読み修正版と発音修正版の両方で起こっておらず、同

一レベルのはずだが、発音修正により、読み間違いでは 4.00から 4.79に、読み飛ばしでは 4.36から

4.79に評価値が上がっている。このことは、イントネーションや文節区切りが修正されて、人間の読

み上げに近づくことによって、聞き取りにくさが低減し、文章をはっきりと聞き取れるようになった

結果、主観的な差が生じた可能性が考えられる。 

 

 

図 4-5 読み上げ品質の評価（発音修正版を含めた比較） 
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4.3. 全般的な品質に関する評価 

OSの支援機能、および読み修正版が、音声読み上げ対応電子書籍として利用した場合にどのような

レベルにあるかについて評価を行った。この結果、読み修正を行った場合、「読書をするには十分」

または「多少違和感があるが、許容範囲」との回答が 80％近くに達しており、読み修正を行うことで

実用レベルに近づいているといえる。 

また OSの支援機能では「十分」という回答はほとんどなく、利用者の妥協のもとに利用されている

ことが分かる。また OSの支援機能では約 4割が「かなり違和感があり、読書には向かない」となって

おり、あくまでアクセシビリティ支援のためのツールとして位置づけることが適当であると考える。 

 

 

図 4-6 音声による読書のための品質評価（全体） 

 

 

 

評価者別に見た全般的な品質評価 

一般の評価者と視覚障害者の評価者を比較すると、OSの支援機能、読み修正版とも視覚障害者の評

価の方が高く、特に OSの支援機能については一般の評価者との差が顕著であることが分かる。 

OSの支援機能に対しては、一般の評価者では「読書をするには十分」とした回答はなく、「多少違

和感があるが、許容範囲」とした回答も 13.3％と低い水準であるのに対し、視覚障害者では読書をす

るには十分」とした回答が 8.3％、「多少違和感があるが、許容範囲」とした回答が 41.7％と、全体
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の半数が許容範囲以上となっている。一方、読み修正版については「読書をするには十分」または「多

少違和感があるが、許容範囲」とした回答が、視覚障害者の場合は合わせて 83.4％、一般の場合は

76.7％とそれほど大きな差が出ていない。 

この理由を考察すると、視覚障害者は日常から OSの支援機能やパソコンの読み上げソフトなどを用

いており、音声合成による読み上げに慣れているため、今回の評価でも OSの支援機能による読み上げ

を抵抗なく受け入れているものと思われる。一方、一般の評価者は音声合成による読み上げを利用し

た経験が少なく、人間による朗読が判断基準になっていると想定され、人間の朗読と比較したときの

音声合成の違和感が評価を下げているものと考えられる。 

 

 

図 4-7 読み修正／OSの支援機能に関する品質評価（評価者による違い） 
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実用書ジャンルでは、OSの支援機能に対しては「多少違和感があるが許容範囲」以上の評価が 14.3％

にとどまっているのに対し、読み修正版では 7割以上が「多少違和感があるが許容範囲」以上の評価

となっている。 

公文書ジャンルでは、OSの支援機能に対しては「多少違和感があるが許容範囲」以上の評価が１／

３程度となっているのに対し、読み修正版では「読書をするには十分」あるいは「多少違和感がある

が許容範囲」とした回答が 100%となっている。 

これらを評価すると、読み修正を行うことでジャンルに関わらず品質評価が大きく高まるが、その

中でも特に公文書については、読み修正を行うだけでも十分に実用に耐えられる水準に到達させるこ

とができると推察される。 

 

 

図 4-8 ジャンル別に見た品質評価 

 

 

 

発音修正版の評価 

発音修正を行った「蜘蛛の糸」（文芸ジャンル）の評価結果を見ると、「読書をするには十分」ま

たは「多少違和感があるが許容範囲」とした回答が、OSの支援機能では１／５程度、読み修正版では
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音修正を行うことで実用レベルに近い音声読み上げを実現できることが分かった。先ほどの評価結果
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と合わせて考えると、公文書など情報伝達の正確性や提供までのスピードが重視されるジャンルのコ

ンテンツは読み修正のみを行うことでできるだけ早期に提供する一方、読み上げの自然さも重視され

る文芸ジャンルについては、ある程度時間をかけても発音修正までを実施した音声読み上げ対応電子

書籍を提供するなど、それぞれの特性に応じた対応を行うことも検討すべきである。 

 

 

図 4-9 発音修正版の品質評価（文芸） 

 

 

 

4.5. 評価者へのヒアリングより得られた知見 

品質評価に際し、評価者へのヒアリングを実施し、OSの支援機能や読み修正版、発音修正版に対す

る様々な意見をいただいた。この結果、前節での分析に続き、読み修正や発音修正の実施の要否につ

いてはジャンル別に考える必要があることを再認識した。また、視覚障害者の方向けの発音修正での

注意点についていくつか指摘があった。 

 

ジャンル別の評価 

読み修正のレベルでも実用になるとの声が上がっている。特に実用書、公文書については、発音が

多少おかしくても内容が正確に伝わればよいとの意見が上がっている。 
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 その差は歴然であり「音声読み上げ対応～」の場合は既に実用に耐えられる範囲と考

える。ただし「文芸」については聴き手のハードルが自ずと上がるためか、「音声読

み上げ対応～」でも、かなりの違和感が残る。【一般】 

 音声読み上げ対応は、ジャンルによるものの耐えうるレベルだと思いました。【一般】 

 OS支援機能では難しいが、リーダーでは十分読書可能と感じた。【一般】 

 マニュアルなど手順を説明するものだと多少の聞き取りにくさも我慢できる。【一般】 

 広報紙、学術書は、内容を意識する。→合成音声で間合いが直れば OK。小説は、言

葉遣いを気にしている。→もうちょっと！正しく読んでいることは評価する【視覚障

害者】 

 誤読があると頭がパニックになり、区切りがおかしいと文章が理解できない。でも、

イントネーションはあまり影響がないと思いました。【一般】 

 

発音修正について 

発音については、イントネーションをつけると聞き取りにくいという意見もある。 

 

【評価者コメント】 

 SSMLはイントネーションが付きすぎており、聞き取りにくいところがある。（視覚

障害者の場合、平坦な発音の方が聞きやすい場合がある。特に文末が下がる場合、語

尾が分からなくなることがある。）【視覚障害者】 

 長い数字や箇条書きが続く場合には、VoiceOverのように平板な発音だと聞きにく

い。【視覚障害者】 

 

 

4.6. 評価・分析 

読み修正、及び発音修正を行った音声読み上げ対応電子書籍の品質評価の結果、その有効性を確認

できたともに、実際に音声読み上げ対応電子書籍を制作・提供していく際に考慮すべき点が明らかに

なった。 

 

読み修正および発音修正の有効性確認 

今回の実証の結果、読み修正に加えて発音修正まで行うことで読み上げ対応電子書籍の評価が大きく

高まることが分かった。特に文芸作品については、発音修正まで実施しないと高い評価が得られない。

一方で実用書や公文書については、読み修正のみでも許容範囲の品質と評価されている。 

発音修正については、間の調整を優先し、アクセントは原則、自動で付与されたままとし、過度な

メリハリを付けないことで、発音修正の負担を軽減することも考えられる。 
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ジャンルに応じた取り組みの必要性 

公文書については、読み修正を行うことにより、発音修正を行わなくても高い評価が得られている。 

そこで公文書の読み上げへの対応を先行して進めて普及させることにより、SSMLを用いた電子書籍

の普及を促すことができると考えられる。 

 

発音修正への対応 

実証においては、正しい発音に習熟している音訳ボランティアと、制作クラウドプロトタイプの操

作に慣れているオペレーターがペアとなり、音訳ボランティアの指示に基づいてオペレーターが発音

を修正する方法で作業を実施した。 

今後、制作支援者等を用いてクラウドで発音修正まで実施することを考えた場合、いかに効率的に

発音修正を行えるかが大きな課題となる。例えば、以下のような方策が考えられる。 

 

表 4-4 発音修正を効率的に実施するための方策（案） 

対応方策（案） 概要 

音声による発音入力・修正  制作支援者が正しい読み方を音声で入力すると、その発音

に応じて自動的に発音記号を生成・修正する機能を提供す

るなどの方法が考えられる。 

発音が直感的に理解できる 

ユーザインタフェースの提供 

 プロトタイプでは発音記号を直接編集する仕様となって

いるが、経験を積まないと発音記号を直接編集することは

難しい。 

 このため、アクセントのある部分を画面上でクリックした

り、語尾の上げ下げをマウス操作で実施したりできるよう

な、直感的な発音編集用インタフェースを提供することが

考えられる。 
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5. 技術評価  

5.1. 音声による発音入力支援 

音声による入力では、入力された音声を、音声認識技術を用いて発音記号列に変換する。（汎用の

音声認識を用いる場合、音声認識で一旦漢字仮名混じりテキストに変換した後、この漢字仮名混じり

テキストをさらに発音記号列に変換する）極端に長い文章や短い文章、稀な語の並びなどで、発話者

の意図しない発音記号列あるいはテキストに変換されることもあり、実用化のカギは、音声認識技術

の精度向上にかかっている。 

今回は Googleが提供する音声認識技術を利用したが、文章の長さ、マイクなどの収音環境などに左

右され、実用化へは多くの課題があることがわかった。 

 

 

5.2. 機械学習による自動読み修正の初期品質向上 

人手による発音修正の結果を「正しい発音記号」の正解データとして機械学習することで得られた

読み修正モデルを用いることで、システムによる読み修正を自動化できるかどうかについて検討した。 

実証実験は下記の要領で実施した。 

 

データの定義 

機械学習では、3種類のデータを用いる。表 5-1に、各データの定義を示す。 

 

表 5-1 データ定義 

データ種別 内容 

rawデータ  入力となる文書に対し、音声合成エンジンを用いて読み情報を生成

したデータ 

修正データ  rawデータに対して人手による発音記号列の修正を行ったデータ 

ML出力  修正データを機械学習の学習用データとして利用し、新規の文字列

に対しても適切な発音記号列を出力できるようにした。この機械学

習後の出力データを指す。 

 

 

手順  

青空文庫で配布されている結城訳アンデルセンの『青い鳥』を用い、以下の手順で機械学習及び評

価を実施した。 
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表 5-2 実施手順 

手順 実施内容 

1. データの分割  全体 640行を 6行単位（もしくは 7行単位）で分割し、1単位（全体

の約 1%）を未知のデータ、残りを訓練に利用した。 

 634行を利用し、6 行分の発音記号列生成を行った。 

2.機械学習  1.で作成した各サブセットに対してそれぞれ学習を行った。 

3.テストデータの生

成 

 2.で学習行った機械学習エンジンを用い、1．の未知データから、読

み情報を生成した。 

4.評価  3.で生成した読み情報を rawデータと比較し、生成された読み情報

の品質評価を行った。 

 

 

結果 

40セットの学習を行い、それぞれ 99％の文章を学習に用い、残り 1%の文章を対象に読み情報を生

成して評価した。1%の部分はいくつか部分を変えて何通りかで行った。 

今回の実証では学習によってうまくいかないケースとうまくいくケースがあり、必ずしも成功とは

言えなかった。成功した例とそうでない例を示す。 

 

表 5-3 実施結果 

 入力 出力 正解 

成功例 ツバメは言いました。 | ﾂﾊﾞﾒ ﾜ /ｲ ｲ ﾏ'ｼ> ﾀ . 左に同じ 

失敗例 結城浩訳 | ﾕｰｷ ｱ'ｰ | ﾕｰｷ /ﾋ'ﾛｼ ﾔｸ . 

 

 

考察 

機械学習では、人的コストがあまりかからないよう、機械翻訳に利用されているニューラルネット

ワークのモデルを応用し、発音記号文字列を生成する手法を採用した。 

一般的な小説を対象として、前半部分を人が修正し、それを機械学習のための正解データとして学

習を行った。その後、学習結果に基づく自動修正を行った結果、人が修正したものと同等のレベルの

修正結果が得られた。しかしながらこのような学習方式では、学習対象として用いた書籍と異なるタ

イトルに対し、適切な発音記号文字列を付与することができなかった。 

この理由として、学習に利用したデータの少なさが要因として考えられる。大規模な学習データが

利用できれば、現状よりよい結果が得られた可能性がある。 

また手法についても再考の余地がある。例えば、条件付き確率場を利用した、形態素解析に類似す

る手法を用いることが考えられる。この場合、一貫した形態素認定基準と、その見出し語に発音記号
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を対応させた辞書を作成する必要がある。また既存のデータをその形態素認定基準にあわせて整形す

る必要がある。 

今回の実証では、コストや期間の制約から大規模な学習データの利用、及び形態素解析類似手法の

検証を行えなかったが、今後データの整形、辞書の作成などの環境が整えられれば、実証してその有

効性を確かめたい。 

 

  



  57 

6. 標準化活動  

6.1. W3C／IDPFの取り組み（背景） 

電子書籍のデファクト・スタンダードである EPUBはこれまで国際デジタル出版フォーラム (IDPF)

によって検討・策定が進められてきたが、2017年 2月 1日にワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシ

アム(W3C)と IDPFが正式に統合契約を締結4し、今後は W3Cが出版とウェブ技術を融合するという将来

展望に向けてロードマップ作成に着手することになった。 

W3Cの CEOであるジェフェリー・ジャフィ氏が、Publishing@W3Cでウェブ技術を使ったパブリッシ

ングとオーサリング、リーディングに関する新しい機能と仕様の標準を作っていくと発表している。 

また、DAISYコンソーシアムで技術面を 2010年から主導し、前 IDPF会長を兼任していたジョージ・

カーシャー氏が、「双方の組織を統合することで、技術とコンテンツが協調・融合していくことが容

易になっていきます。ウェブ上でもオフラインでも、全ての利用形態における出版活動が、自然でア

クセシブル、かつデバイスに縛られないようなコンテンツになっていく未来に手が届くスピートが加

速されるのです。」と語っている。 

DAISY規格は W3Cによって定義された HTML 4.0 STRICT document type definition (DTD) を使用

しており、また最新の DAISY4 では EPUB3が主要な配布フォーマット（読者が利用するためのファイル

形式）として位置づけられていることから、今後 Publishing@W3Cと DAISYコンソーシアムが協力しで

電子書籍のアクセシビリティ対応が進んで行くことになる。 

 

 

  

                             
4 https://www.w3.org/2017/01/pressrelease-idpf-w3c-combination.html.ja 
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6.2. SSMLの標準化に向けた働きかけ 

IDPFと W3Cの統合を受け、読み上げ対応のための電子書籍記述仕様（「音声読み上げによるアクセ

シビリティに対応した電子書籍制作ガイドライン」1章）を国際標準に反映させる作業に関し、これ

までのように IDPFを対象とした働きかけに加え、DAISYコンソーシアムにおける標準化活動も進めて

いくこととした。 

 

表 6-1 SSMLの標準化に向けた働きかけの概要 

実施項目 概要 

IDPFへの標準

化働きかけ 

 IDPFに対し昨年度以来、音声読み上げのための記述仕様を EPUB次期バー

ジョンに盛り込むための働きかけを進めてきた。 

 これを受け、EPUB最新版にて記述仕様が明記されることとなった。 

 

 EPUB 3.1 (EPUB Content Documents 3.1) が Recommended Specification 

として、2017年 1月 5日に発表された。この 3.1では、3.0.1では記述

されていなかった x-JEITAも明記されるようになっている。 

[note] 

Although the SSML specification makes reference to a registry 

of alphabets, one has not been published. As the charter of the 

W3C Voice Browser Working Group has expired, the publication of 

such a registry is not anticipated.  

Authors therefore need to reference Reading System support 

documentation to determine  

what alphabet values are supported.  

Some common alphabets include: x-JEITA (also x-JEITA-IT-4002 

and x-JEITA-IT-4006) and x-sampa. 
 

DAISYコンソー

シアムへの働

きかけ 

 DAISYコンソーシアム内に技術委員会を設置し、検討を進める体制を準備

中。 

 DAISYコンソでの技術委員会での議論を基に、3.1のブラッシュアップ版

（3.1.1等）に反映できるように進めていく。IDPFが W3Cと統合するこ

とにより、ブラッシュアップ版の制定には時間がかかると考えられるが、

しっかりと議論を進めて反映させていく予定である。 
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7. 本実証成果の活用に向けた取り組み  

7.1. SSMLによる読み上げ対応電子書籍普及のための考え方 

電子書籍の標準仕様策定において、SSMLを用いた音声読み上げを標準として採用させるための取り

組みは継続して進めていく必要がある。しかしながら現状では標準化組織の体制が変わったばかりで

あること、また標準仕様のアップデートに合わせて反映させる必要があり、そのタイミングがある程

度先になることが想定される。 

このため、SSMLによる読み上げ対応電子書籍については、標準仕様に反映されてから出版社や電子

書籍ストア、電子書籍リーダー開発会社等に働きかけていくのではなく、まずは現状でも実用化が可

能な領域を洗い出し、そのような分野から先行して取り組むことが望ましいと考える。 

例えば、障害者差別解消法への対応のため、視覚障害者を含むあらゆる利用者に正しく内容を伝え

る必要がある公文書等で、本技術を用いた音声読み上げ対応の電子出版物を提供していくといったこ

とが考えられる。 

またこのように実用化を進めつつ、並行して制作支援ツールの機能強化による工数削減や品質向上

と、標準化推進等の取り組みを進めていくことが望ましいと考えられる。 

 

表 7-1 音声読み上げ対応電子書籍の普及に向けた考え方 

音声読み上げ対応 

電子書籍の普及方策 

 公文書からの読み上げ対応推進 

 関係省庁との連携による、公文書を正しく読み上げることの社

会的合意の形成と、公文書発行者に対する対応のルール化推進 

 著作権法第 37条 3項の枠の中で、視覚障害者向け提供の推進 

今後必要となる 

取り組み 

 読み修正の工数削減に向け、制作フローのさらなる改善や、音

声読み上げ対応電子書籍制作支援ツールの一層の自動化、作業

者支援機能の強化 

 発音修正を効率的に行うための方法検討 

 標準仕様としての認知促進 

 

 

7.2. マルチメディア DAISY図書制作における活用の可能性 

SSML技術の有望な活用方法として、視覚障害者向けの DAISY 図書制作に用いることが考えられる。

著作権法第 37条 3項により、視覚障害者向けに書籍の読み上げやデジタル化を行うことについては、

権利処理を行なわなくてよい。現在、図書館等では視覚障碍者向けの音声図書、点字図書として DAISY

規格による音声図書（音声 DAISY図書）や、テキストと音声を連動させたマルチメディア DAISY 図書

が提供されている。 
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制作支援クラウドは、音声合成技術を用いて、マルチメディア DAISY図書を効率的に制作すること

を可能とするものであり、音声読み上げ対応電子書籍の一般ユーザへの普及に先んじて活用を進めて

いくことが期待できる。 

そこで、現在 DAISY図書の制作や利用に携わっている方々に対して本ツールで制作した音声読み上

げ対応電子書籍の読み上げを聞いていただき、このような音声図書を作るためのツールについて評価

いただいた。 

 

7.2.1. マルチメディア DAISY図書の概要 

マルチメディア DAISY 図書は、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人を対象としたデジ

タル録音図書の標準規格である DAISY図書のうち、音声とテキストを連動することができるものを指

す。 

 

表 7-2 マルチメディア DAISY図書の概要 

項目 概要 

DAISY図書  DAISYとは、Digital Accessible Information SYstem の略で、「アク

セシブルな情報システム」を指す。 

 デジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構

成するデイジーコンソーシアム（本部スイス）により、規格の開発と

維持が行なわれている。 

 DAISYコンソーシアム公認のオーサリングツールを使ってデジタル図

書を作ることができ、専用の機械やパソコンにソフトウェアをインス

トールして再生をすることができる国内では、点字図書館や一部の公

共図書館、ボランティアグループなどで DAISY録音図書が製作され、

主な記録媒体である CD-ROMによって貸し出されている。 

マルチメディア

DAISY図書 

 マルチメディア DAISY図書は、再生される音声と、テキストや画像を

シンクロ（同期）させることができる DAISY 図書。読み上げられてい

る箇所がハイライト表示されるといった制御が可能。 

 弱視者等が、読み上げ音声を聞きながら、該当箇所の文字を追って読

書することができる。 

 

7.2.2. 関係者の反応 

現在 DAISY図書の制作や利用に関わっている団体として、日本デイジーコンソーシアム及びその正

会員団体、全国音訳ボランティアネットワーク等があげられる。そこでこれら団体を通じ、DAISY図

書を制作している方々を対象としてアンケートを実施した。 
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表 7-3 アンケートを依頼した団体の概要 

団体 概要 

日本デイジーコンソーシア

ム 

 DAISYコンソーシアムは、約 50ヶ国の団体・企業・個人で

構成される国際非営利団体で、すべての人が等しく情報にア

クセスできることを目指し活発に活動している。 

 日本 DAISY コンソーシアムは 2003年 3月に結成され、DAISY

コンソーシアムの開発、普及を支え、参加するため、また日

本からの要望を開発に反映するため、DAISYコンソーシアム

の正会員として、国内外における DAISYの普及・推進活動を

行っている。 

（正会員） 

 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

 特定非営利活動法人 支援技術開発機構 

 社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター 

 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 

（準会員） 

 NPO法人 NaD 

 社会福祉法人 日本点字図書館 

特定非営利法人 全国視覚

障害者情報提供施設協会（全

視情協） 

 1977年から、視覚障害者の自立と社会参加のための“豊か

な情報提供”を目標に掲げて、全国の視覚障害者情報提供施

設と団体が手をつなぎ、様々な事業を進めている。 

 各種製作基準の策定 

 製作ツールや再生機器等の開発 

 加盟施設・団体及び利用者の技術サポート 

 点訳・音訳ボランティア養成テキストおよび指導者用資

料の作成 

 「点訳ナビゲーター」サイトの公開 

 視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」運営 

全国音訳ボランティアネッ

トワーク 

 日本全国の音訳活動に携わる者や関係諸機関が「つながる」

ことによって多くの良質な情報を正確・迅速に利用者に提供

することを目指して発足した組織。 

 全国の音訳者及び諸機関が種々の情報を同時に共有するこ

とにより、会員の音訳活動をサポートするための各種活動を

実施している。 
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3月 7日から 21日までの 15日間で実施し、32 名から回答をいただいた。回答者の多くは音訳ボラ

ンティアネットワーク経由でアンケートを依頼した音訳ボランティアの方であり、全体の６割強とな

っている。またそれ以外に、全視情協、日本デイジーコンソーシアムから、及びその他としてボラン

ティア団体、視覚障害者のご家族、録音図書制作販売会社、大学教員からの回答もあった。 

 

図 7-1 アンケート回答者の立場 

 

 

アンケートに際し、今回の制作支援クラウドで発音まで修正したコンテンツを聞いていただき、そ

れに基づいて回答いただいた。コンテンツは、読みの修正および発音の修正を行ったものとして、男

声／1倍速のサンプルと、女声／1.5倍速のサンプルを用意した。また比較のため、読みの修正のみを

行い、発音修正を行わないサンプルを読み上げ品質の比較用に提供した。 

 

問 1から問 4では、音声合成を用いた DAISY図書の制作において魅力を感じる点をうかがった。問

1では「読み上げ速度を簡単に変えられること」について、問 2では「声の性別や種類を簡単に変え

られること」について、問 3では「読み間違いを簡単に修正できること」について、そして問 4 では

「マルチメディア DAISY図書制作において、テキストと音声を簡単に紐づけできること」について伺

った。 

音訳ボランティア

18

56%

全国視覚障害者情報提供

施設協会（全視情協）

8

25%

DAISYコンソーシアム

2

6%

その他・未回答

4

13%
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この結果、音声合成で DAISY図書を制作する際の魅力としていずれも「とても魅力を感じる」「多

少魅力を感じる」とした回答が大半となった。その中でも特に、「読み間違いを簡単に修正できるこ

と」、「マルチメディア DAISY図書制作において、テキストと音声を簡単に紐づけできること」につ

いては、「特に魅力を感じる」とした回答者が３／４以上に達しており、朗読による DAISY図書の制

作と比較して作業効率面での魅力が高いことがうかがえる。図 5-2に、音声合成による DAISY図書の

制作に対する評価を示す。 

 

図 7-2 音声合成による DAISY図書の制作に対する評価 

 

 

 

問 5では、音声合成を利用して DAISY図書を制作した場合の読み上げ品質について伺った。発音ま

で修正した場合でも、「朗読とそん色ないレベル」と回答した方は 10％にとどまったが、「朗読より

は劣るが、実用上十分なレベル」及び「何とか実用に耐えられるレベル」との回答と合わせ、全体の

90％近くが音声合成でも実用に耐えられると回答している。 

このように、発音修正まで行うことで、音声読み上げ対応電子書籍が DAISY図書としてもある程度

利用できることが示されている。 

図 5-3に、音声合成による DAISY図書の品質に対する評価結果を示す。 

 

46.9%

65.6%

81.3%

75.0%

34.4%

28.1%

9.4%

18.8%

9.4%

3.1%

3.1%

9.4%

6.3%

6.3%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問1 読み上げ速度を変えた音声＆マルチメディアDAISY図書

（例：1.5倍速、2倍速等）を、速度を指定するだけで簡単に作

成できます。この点について、どう思いますか。

問2 男声や女声、声のタイプを変えた音声＆マルチメディア

DAISY図書を、話者種別を指定するだけで簡単に作成できま

す。この点について、どう思いますか。

問3 読み間違いや発音がおかしい箇所があった場合に、問題

がある部分の発音を修正するだけで、簡単に読み間違いのない

音声＆マルチメディアDAISY図書を再出力することができま

す。この点について、どう思いますか。

問4 テキストデータから生成された合成音声は自動的にテキ

ストと紐づけられるため、マルチメディアDAISY図書を簡単に

作成することができます。この点について、どう思いますか。

とても魅力を感じる 多少魅力を感じる あまり魅力を感じない 不要 その他
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図 7-3 音声合成による DAISY図書の品質に対する評価 

 

 

 

問 6では、音声合成技術が DAISY図書の制作における課題解決に役立つかどうかをうかがった。こ

の結果、全体の３／４の回答者が「大いに役立つ」、また１／４の回答者が「ある程度役立つ」と回

答しており、否定的な回答者はいなかった。 

図 5-4に、音声合成技術が DAISY図書の制作時の課題解決に役立つかの評価結果を示す。 

 

 

朗読とそん色ないレベル

10%

朗読よりは劣るが、実用

上十分なレベル

44%

なんとか実用に耐えられ

るレベル

34%

まだ品質が低く、音声

DAISY等に用いるのは難

しいレベル

9%

その他

3%
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図 7-4 音声合成技術が DAISY図書の制作時の課題解決に役立つかの評価 

 

 

また問 6では、音声合成技術が DAISY図書の制作時にどのように役立つかについても、自由回答し

ていただいた。自由回答では「制作時間短縮・効率化」を指摘する内容が最も多く上がっている。ま

た品質についても、音声合成では口音や雑音が入らないことを指摘する意見があった。 

 

（読み上げ対応電子書籍の制作時間短縮・効率化に関する意見） 

 製作時間の短縮につながる。 朗読者の声質に品質が左右されない利点がある。 

 制作時間が短縮でき、訂正が容易だから 

 音訳は時間がかかるので、即時性を必要とするものに関しては絶対に必要だと思うか

ら。 

 肉声は魅力的ですが、製作に時間がかかります。ある程度のレベルに達していれば、

迅速性で買いです。又、高齢化に悩む音訳者対策にもなるのではないでしょうか。 

 急いでいるときなど人の手配が間に合わないなどに有効。 

 合成音声にすることで、製作時間の短縮ができ なおかつ 発音や、読み間違いなど

の訂正がかんたんにできる。自分で読むよりも 標準化した音声図書ができると思う。 

 朗読者とのやり取りに時間を要するため、自分のペースで作業が進められる。 

 製作期間の短縮：人が音訳するのは数ヶ月単位の期間を要する。音声合成の迅速性は

有効であると思う。 

 読み手が足りなくなった場合に必要だと思ったので。 

大いに役立つ

75%

ある程度役立つ

25%
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 音訳ボランティアの高齢化や情報伝達にスピードが求められることなど。 

 製作時間が短縮でき、より多くの図書を作ることが出来るようになる。 

 情報が早く、肉声に近いものが提供される。 

 人間が読むより早く図書を制作できる。 

 テキストさえあれば、時間を要せずとも作成出来ると思いましたので、選びました。 

 

（ボランティアの減少等への対応） 

 音訳ボランティアが高齢化している一方、若い方が音訳ボランティアに入ってこない。

又、テキストからの読み上げで DAISY 図書を作ると、時間の短縮が見込める。音訳者

の存在は必要不可欠であるが、人員や場所の確保が難しい場合でも、代替え手段とし

ての幅が広がる。 

 ボランティア人口の減少：音訳ボランティアの高齢化とボランティア人口の減少はど

この施設にとっても大きな課題となっている。 

 ボランティアで作ることには限界があるから。 

 ボランティアが減少している状況であり、それを補える技術であると感じているため。 

 機械的にできるので、人の養成の時間が節約できる。 

 

（読み上げ品質に関する意見） 

 口音や雑音がないからよい。 

 図書の内容にもよるが、文芸ものではなく情報を得るのが目的のもの、資料性の高い

もの、英語などの原文が掲載されているものなどに有効に使えそうな気がする 

 文芸書などの分野だと、この読みでは不満だが、取扱い説明書とか実用書などで、ス

ピードを要する制作依頼の場合は、現在よりも早く要望に応えられるので、ＯＫかな

と思う。 

 文章がしっかりと聞き取れました。人間の発声ではないと承知の上でなら大いに期待

されます。 

 安定した音質で提供できることにより、聞きやすい資料が制作できる。 

 

（ツールに対する期待） 

 精度が上がることを期待しています。 

 音訳に限らずボランティアが減少する中、障害者への情報提供は必須であるので、使

いやすい優れたソフトの開発が待たれる。 

 マルチメディアデイジー図書の制作に関わってきているが、いつも良い合成音声を探

しています。特にイントネーションの調整や間の調整の自由度、さらにはユニコード

文字まで読んでくれる合成音声を探しています。 
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 障害の有無にかかわらず等しく情報を共有するためには厖大な音訳が必要。とても人

手でできるものではないし、一定の品質の確保もきわめて困難。文芸作品など人の声

が秀逸な局面は今後も続くだろうが、その他の諸情報の音訳は機械化すべき。ＡＩを

駆使する音声合成は技術的には相当高度なことができるはず。視覚から情報をインプ

ットするか、音声からインプットするかの違いはあっても、脳では情報認知は統合さ

れている。音声での情報提供は味気ないもので構わないことが多い（そのほうが情報

のＳＮ比が高い）。 

 技術開発体制や成果物の流通システムが社会的に未整備なのが現在の問題点。この点

を前へ押し進め、是非多くの技術と英知を結集して快適な音訳提供社会を実現すべき

だと思います。 

 この手の仕組みの魅力は「図表等の説明」に大変な威力を発揮する可能性にあります。

現在図表の説明は大変な労力がかかっており、人によって相当のレベル差がありま

す。ＡＩを活用してグラフやチャート、その他視覚情報をどう説明するかテキスト翻

訳ができるはず。それを人手で必要なら修正すればよい。そのような「図表→説明テ

キスト変換」のアルゴリズムやシステムを早急に開発すべき。 

 現在はともかく、将来において有用な技術であることは間違いないため。 

 

 

いただいた意見には、音声合成を利用する書籍は文芸作品でなく、情報を得るための書籍を対象に

した方がよいという意見や、一層の精度向上を求めるものもあった。 

 

問 7では、現在朗読等によって DAISY図書を制作している方々に対して、音声合成を利用して DAISY

図書を制作することについての意向をうかがった。この結果、約４割の回答者が「積極的に取り組み

たい」と回答しており、また１／３の回答者が「要望があれば対応したい」と回答している。 
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図 7-5 音声合成技術を利用して DAISY図書を制作することについての意向 

 

 

この回答結果から判断すると、音声合成技術を DAISY図書の制作に活用してもらうため、音訳ボラ

ンティア等の DAISY図書制作者への働きかけと、DAISY図書を利用する視覚障害者を対象とした働き

かけの両面が求められると考えられる。 

音声合成では朗読と比べて効率的に制作できると評価されていることから、例えば視覚障害者に対

し、これまであまり DAISY 図書の制作対象となっていなかったジャンルについても音声合成によって

容易に制作できることを知ってもらうような働きかけを行っていくことも一案となる。 

参考として、図 5-6に日本点字図書館に最近 1か月間に登録された点字図書・録音図書のジャンル

別比率を示す。文学関連、趣味関連が半数近くを占めており、速報性が求められるような書籍は少な

い。 
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41%
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図 7-6 日本点字図書館に最近 1か月間に登録された点字・録音図書のジャンル別比率 

（2017 年 3月） 

 

 

 

 

ジャンル タイトル数 

1 総記・哲学・心理・宗教・言語（情報科学を除く） 16 

2 歴史・伝記・地理・旅行 10 

3 政治・法律・経済 11 

4 社会・教育・民俗学・軍事（福祉を除く） 14 

5 福祉 7 

6 自然科学・動植物・産業 15 

7 医学（鍼灸を除く） 18 

8 鍼灸 0 

9 工業・コンピュータ 5 

10 家庭・手芸・料理・育児 5 

11 芸術・スポーツ・趣味（音楽を除く） 22 

12 音楽 0 

13 文学一般・日本文学 51 

14 外国文学 24 

15 子供の本 7 

文学一般・日本文学
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外国文学

12%

芸術・スポーツ・趣味

（音楽を除く）
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政治・法律・経済
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福祉

3%

子供の本

3%

工業・コンピュータ

3%
家庭・手芸・料理・育児
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問 8では、音声合成によって DAISY図書を制作する際に考えられる障害についてうかがった。課題

として「制作するためのツールがない」ことをあげた回答者が最も多く、次いで「作り方が分からな

い」が上がっている。このため、制作支援クラウドをマルチメディア DAISY 図書の制作ツールとして

提供し、またそれを用いた DAISY図書制作方法について習熟してもらうことが、有効な解決策につな

がると期待できる。 

 

図 7-7 音声合成による DAISY 図書制作において想定される課題 

 

 

また、「音声読み上げの品質が低い」ことを指摘する声も複数上がっており、読み上げ品質の向上

についても引き続き検討する必要がある。 

 

問 9では、音声合成による DAISY図書制作の支援ツールがあることを示し、それに対する意見をう

かがった。この結果、「ぜひ使って、DAISY図書を作りたい」との回答が 16％となったほか、「ソフ

トを評価したい」とした回答者が全体の半数弱、また１／３弱の回答者が「説明を受けたり、トライ

アル使用をしてみたい」としている。 

今回の調査研究で開発した制作支援クラウドは、制作者がパソコンとブラウザを用いるだけで音声

読み上げ対応電子書籍を制作できることから、今後これを DAISY図書制作者にトライアル使用してい

ただき、その有効性を評価してもらうとともに、DAISY図書の出力機能を整備することにより、実際

にマルチメディア DAISY図書の制作に活用してもらうことも考えられる。 

8
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7

現状では品質が低く、視覚障害者に受け入れられるレベルにない

音声合成による音声＆マルチメディアDAISY図書の作り方がわか

らない

朗読の方が慣れている

制作するためのツールがない

特になし

その他
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図 7-8 制作支援ツールに対する意向 

 

 

 

音声読み上げ対応電子書籍を利用するためには、電子書籍に SSMLで読み情報を埋め込むことに加え、

SSMLを理解して音声に変換し、読み上げを行うことができる電子書籍リーダーが必要となる。しかし

ながら現状ではこのような電子書籍リーダーが商用ベースでは市場に出てきていないことから、当初

は音声データを生成し、それを電子書籍に添付することにより、リーダー側での音声合成を行わずに

利用可能な音声読み上げ対応電子書籍から実現していくことも考えられる。 

マルチメディア DAISY 図書は視覚障害者の利用に限定されているが、音声データが付与された音声

読み上げ対応電子書籍であり、再生するためのソフトウェアやハードウェアも普及していることから、

本調査研究の成果を早期に実用化につなげるためにマルチメディア DAISY 図書の制作者を対象として、

働きかけを進めていくことが一案となる。 
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8. まとめと展望  

8.1. 実証の成果と課題 

SSMLを用いた音声読み上げ対応電子書籍の実用化を目指し、平成 26年度から 3年間にわたり調査・

検討を進めてきた。 

本年度については、平成 26年度、27年度の成果を活用し、音声読み上げ対応電子書籍を効率的に

制作することを狙って制作支援クラウドのプロトタイプを開発し、それを用いて実際に EPUB形式の電

子書籍に正しい読み情報を効率的に付与するための制作フローの実証を行った。また制作した音声読

み上げ対応電子書籍を用い、読み修正や発音修正によって音声読み上げ対応電子書籍の品質が高まる

ことを実証した。さらに、音声読み上げ対応電子書籍制作に資する新技術の評価検証を行い、また SSML

による読み情報の付与方法を国際標準とするための取り組みを実施した。 

このような取り組みを通じて、様々な成果が得られている。また、いくつか課題も明らかになって

いる。 

 

8.1.1. 実証の成果 

読み修正／発音修正による音声読み上げ対応電子書籍の品質向上 

読み上げ品質に関する評価の結果、読み修正により、OSの支援機能と比較して品質が大きく高まる

ことが明らかになった。また発音修正により、視覚障害者や一般の利用者にとって実用上問題ないレ

ベルまで読み上げ品質を高められることも確認できた。 

またジャンルごとに品質評価を行った結果、ジャンルによって読み修正や発音修正の必要性が異な

ることが分かった。例えば公文書など、内容が正しく伝わればよいジャンルでは正しい発音が付与で

きればよく、一方で文芸ジャンルなどでは発音まで含めて修正することが必要となる。 

発音修正については、人間の朗読に近づける方がよい場合と、短い時間で情報を理解するため、比

較的平板に読ませる方がよい場合があることが明らかになった。これらを踏まえ、音声読み上げ対応

電子書籍を制作するにあたり、対象とする書籍に応じた読み情報の付与を行うことにより、適正な作

業による制作コストの低減につなげられる可能性が明らかになった。 

 

制作支援クラウドを用いた音声読み上げ対応電子書籍制作の実現性検証 

制作フローの実証を行った結果、発音を聞きながら直接画面上で読み情報を修正することで、修正

漏れを減らし、効率的に読み修正を行える可能性が明らかになった。また、1冊のタイトルを、例え

ば章単位等に分けて複数の制作支援者に割り振り、並行して作業することで、読み修正の時間短縮を

図ることができることが分かった。 

さらに、制作支援ツールのインタフェースを改善することで、効率的に読み情報を付与できること

が分かった。 
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SSMLによる電子書籍への読み情報記述ルール策定と標準化への取り組み 

平成 26年度から本年度にわたり、SSMLによる音声表記仕様を取りまとめ、標準化に向けた働きか

けを実施した。これを通じて、SSMLを用いて EPUB 形式の電子書籍に読み情報を埋め込むためのルー

ルを策定することができたとともに、この表記仕様を EPUBの標準として採用させるための道筋を作る

ことができた。最新のEPUBである EPUB3.1において、JEITA IT-4006による発音表記を行うことが NOTES

で言及されており、「音声読み上げによるアクセシビリティに対応した電子書籍制作ガイドライン」

に準拠し、SSMLを用いて読み情報を記述することが標準仕様として認められるようになった。さらに、

今後の仕様検討で中核となるデイジーコンソーシアムなど、関連する組織との連携体制を構築できた。 

 

8.1.2. 残された課題 

一方で、実証を通じてまだ解決に至っていない課題もいくつか上がっている。 

 

音声読み上げ対応電子書籍制作の工数低減 

音声読み上げ対応電子書籍の普及においては、当初から制作コストの低減が大きなテーマとなって

いた。本年度はその実現のため、制作支援クラウドを用いて多様な制作者の分業によるコスト低減の

可能性を検討してきたが、今回実証した制作フローでも、まだまだ制作工数が多い結果となっている。

このため、さらなる工数低減策の検討が求められる。例えば、以下のような取り組みについても検証

が必要になると考えられる。 

 ジャンルに応じた必要作業の絞り込み 

 工程の切り分けによる、適切なスキルを持った人材の活用 

また検討委員会では、電子書籍制作フロー全体の見直しによる、工数の削減についても指摘があっ

た。本調査研究においては、完成した EPUBファイルをもとに読み情報を付与することを前提として制

作フローを整理したが、今後紙の書籍と電子書籍のサイマル出版が進むことを念頭に置くと、むしろ

DTPを用いた書籍制作の業務の中で読み情報の付与も行うことが適切なのではないかとの意見が上が

っている。このため、例えば DTPツールを用いた書籍制作フローの中で、どのように読み情報を付与

することが効率的なのかについても検討することが求められる。 

 

音声読み上げ対応電子書籍リーダー及び音声読み上げ対応電子書籍の普及 

音声読み上げ対応電子書籍に対応したリーダーがまだ市場に存在していないため、どのように普及

させていくかが課題として指摘されている。現状では、例えばデジタル教材用の電子書籍リーダーで

音声読み上げ対応電子書籍に対応している例はあるが、一般の電子書籍を対象とした電子書籍リーダ

ーで SSMLによる読み上げに対応したアプリ等は提供されていない。出版社が音声読み上げ対応電子書

籍を提供するか否かの経営判断を行う上で、音声読み上げ対応電子書籍を利用できるユーザがどの程

度存在しているかは大きな判断要素となる。リーダーの普及とコンテンツ数の増加は「ニワトリが先

か、タマゴが先か」の問題であり、それぞれ相手方の普及が、自らが積極的に取り組むための動機に
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なる状況となっている。このため、リーダーあるいは音声読み上げ対応電子書籍コンテンツのいずれ

かを早期に普及されるための方策が必要となっている。 

 

 

8.2. 本調査研究の成果活用 

公文書の音声読み上げ対応など、官民による取り組み推進 

障害者差別解消法第 7条 2項で「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現

に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が

過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」

とされており、視覚障害者等から公文書の内容を間違いがない形で理解できるようにしてほしいとの

要望があった場合には、読み間違いのない形で提供することが求められる。 

また公文書に関しては、発音修正を行わず、読み修正だけで実用レベルとして利用できるとの評価

が得られている。 

このため、SSMLを用いた読み上げ技術を読み間違いのない公文書提供の手段として用い、視覚障害

者等の求めに応じて提供する仕組みを実現することが望ましいと考える。 

 

マルチメディア DAISY等、著作権法第 37条 3項に関わる領域での活用 

著作権法第 37条 3項では、視覚障害者等が書籍等の視覚著作物を、「文字を音声にすることその他

当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製を行う」ことが認められており、視覚障

害者団体や公共図書館、音訳ボランティア等によって DAISY図書や音訳図書が制作されている。 

7章のアンケートでも示されたように、音声図書や DAISY図書の制作に携わる方々から、制作支援

クラウドを活用して音声合成によるマルチメディア DAISY図書を制作することについて、肯定的な回

答が得られている。また音訳ボランティアの高齢化等により、朗読による音声図書の制作が次第に難

しくなってきつつあるという現状も指摘されている。そこで制作支援クラウドによるマルチメディア

DAISY図書の制作に取り組むことが考えられる。 

また、このプロセスの中で生成される、SSMLによる発音情報データを一般のユーザ向けの音声読み

上げ対応電子書籍制作において二次利用することが可能になれば、音声読み上げ対応電子書籍の制作

コストを大幅に低減することも可能となる。これについては制度面、あるいは出版社のビジネスモデ

ル面などを踏まえて様々な検討が必要になると思われるが、ぜひ前向きに考えていきたいアイデアで

ある。 

 

多様な作品に応じた音声読み上げ電子書籍制作体制の構築 

音声読み上げ対応電子書籍に対して出版社が積極的に取り組むためには、一定の市場性が見込め、

かつ低い制作コストで制作でき、収益面でプラスになることが期待できなければならない。 
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現状では対応する音声読み上げ対応電子書籍リーダーが普及していないこと、一般の読者において

も認知度が十分に高まっていないことから、早期に音声読み上げ対応電子書籍がビジネスベースで数

多く供給されることは期待しにくい状況にあると思われる。 

一方、書籍の電子化に関しては、著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」

とされたものを、テキストと XHTML（一部は HTML）形式に電子化した上で無償提供する「青空文庫」

が広く知られており、2016年 7月 3日現在で 13,706作品が提供されている。 

今回実証用に開発した制作支援クラウドは、様々なボランティアが参加して音声読み上げ対応電子

書籍を制作することができ、また制作した音声読み上げ対応電子書籍をクラウド上で読み上げて利用

することも可能である。そこで今回開発した制作支援クラウドの認証・利用者登録の機能を用い、読

み情報を付与する電子書籍やコンテンツの種類に応じた制作体制を実現することが考えられる。 

 

① 「青空文庫」など著作権フリーのコンテンツについては、「ボランティアベース」で、「広く

一般の人が使える制作支援クラウド」を利用して制作する 

② 「商用ベース」の著作物については、正式な業務委託契約等の下で、「管理された制作支援者」

が「セキュリティが担保された制作支援クラウド」を利用して制作する 

③ また、「公文書」を含め「商用ベース」の著作物について、②と同様に正式な業務委託契約等

の下で、「SSMLによる読み情報付与専用の組織」が「セキュリティが担保された制作支援クラ

ウド」を利用して制作する 

といった切り分けが可能である。①は Wikipediaのように、ボランティアが自発的に参加する形式、

②は各制作会社が制作請負する形式、③は業界団体の共通プラットフォームによる運営形式となる。 

 

多様な作品に対応した音声読み上げ対応リーダーの提供体制の構築 

制作支援クラウドは、サーバ側で SSMLを読み込み、リアルタイムで音声読み上げを行う機能を有し

ている。このように、音声読み上げ対応電子書籍リーダーについては、リーダーアプリとしてユーザ

の端末にダウンロードする方法以外に、クラウドで提供することも可能であり、このような提供方法

により既存の電子書籍ストア等が読み上げに対応していない状況でも、音声読み上げ対応電子書籍の

利用が可能となる。 

そこで前述の公文書読み上げサービスや、青空文庫の読み上げサービス等を提供する際のインフラ

として、クラウド型の音声読み上げ対応電子書籍リーダーを提供することで、多くの人が音声読み上

げ対応電子書籍を楽しめる環境を実現することができる。このような音声読み上げ対応電子書籍リー

ダーは、対象とするコンテンツや利用形態に応じ、いくつかのパターンが考えられる。 

 

① 公文書が対応した場合のリーダーとして、「必要最低限の読み上げ機能を持つリーダー」を、

「公的機関」ないしは「社会インフラを提供すべき機関」が提供する 

② 商用作品向けのリーダーとして、「付加価値を備えた、ないしは各書店の付加価値となるべき

リーダー」を、「私企業（電子書店）」が提供する 
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①は EPUBのリーダーの Readiumのように、音声読み上げのリファレンスモデルとして提供される形

式、②は各書店のリーダー（Kindleや iBooks、hontoなど）がクラウドで提供される形式である。 

 

ただし音声読み上げ対応電子書籍リーダーをクラウド上で提供するためには、一定の費用が発生し

てしまう。例えば青空文庫の場合は広告収入および企業・個人からの寄付金収入によって運営してい

るが、音声読み上げ対応電子書籍リーダーの場合、SSML生成や音声合成を行うためのサーバに高い能

力が要求されること、公文書向けに用いる場合は障害者差別解消法における「合理的な配慮」の実現

手段として位置づけることも想定されることから、公的な予算に基づく調査研究として取り組むこと

も一案である。 

例えば上記①のような形で、だれでも音声読み上げ対応電子書籍が利用できる環境が使えるように

なれば、前段の「ニワトリが先か、タマゴが先か」の問題も解決するトリガーとなり得る。 

 

 

8.3. 音声読み上げ対応電子書籍の普及に向けて 

音声読み上げ対応電子書籍は、視覚障害者、及び視力の衰えによって読書が困難な人にとって、読

書機会や学習機会を増やすことが期待できる。また読み情報を修正することによって間違いのない読

み上げを実現することで、音声で情報にアクセスする際のトラブルをなくし、公正な情報アクセスを

実現することができ、多くの人々のクオリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上にもつながっていくこと

が期待される。このため、SSMLによる音声読み上げの表記仕様の EPUB仕様への反映と、多様な電子

書籍ストアや電子書籍リーダーアプリでの採用、出版社による音声読み上げ対応電子書籍の出版を働

きかけていくことが重要であるとともに、市販の電子書籍以外の活用分野を創出し、利用機会を増や

していくことが社会的にも意義のある取り組みになってくると考えられる。 

前節で述べたように、公文書の音声読み上げ、マルチメディア DAISY図書制作、青空文庫等を対象

としたボランタリーな取り組みなど、SSMLによる音声読み上げについては多様な利用機会が想定され

ている。そこで今後は本調査研究の成果を生かし、それぞれの利用機会を実現するための働きかけを

行っていくことが重要となる。このためには、電子書籍の制作・流通に関わる多様な事業者、具体的

には出版社、制作事業者、電子書籍ストア及び電子書籍リーダー開発会社等が協力し、SSMLによる音

声読み上げの利用機会創出と、技術面、制度面等の検討を行う研究会を設置し、関係各所への働きか

けを行っていくことが有効であると考える。 

また障害者差別解消法へ対応し、視覚障害者をはじめとしたさまざまな障害者に対する障壁をなく

していくことは、国や地方公共団体、多様な公的機関等にとって優先度の高い課題である。このため、

SSMLによる音声読み上げを活用することは社会的なメリットも大きい。さらに、2020年東京オリンピ

ック・パラリンピックに向け、日本語を読むことができない訪日外国人も急増することが想定される。

これら外国人に対し、正確な日本語の読み上げで情報を伝えることにより、日本の魅力を一層高める

ことにも貢献できる可能性がある。 
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以上のように、本調査研究の成果を生かし、広く社会で SSMLによる音声読み上げを活用するととも

に、音声読み上げ対応電子書籍を普及させていくことは、大きな社会的意義を持っている。これを実

現していくため、電子出版に関わる様々な事業者が自ら主体的に取り組んでいくことはもちろん、引

き続き総務省をはじめとする各省にご協力いただくことにより、普及に向けた環境整備を図っていけ

ることを強く期待する。 
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【付属資料】読み上げ品質評価アンケート用紙  

 

 

設問：電子書籍のタイトルごとに、聞き比べていただいた読み上げの品質について伺います。 

電子書籍タイトル  

 

以下の項目について、読み上げ方法毎に５段階で評価してください（５が良い、１が悪い） 

 OS の支援機能による 

読み上げ 

音声読み上げ対応電子書籍リー

ダーによる読み上げ 

【記入例】 

1. 読み間違いが気になるか 

良い    悪い 

5  4  3  ○2   1 

良い   悪い 

5  ○4   3  2  1 

1. 読み間違いが気になるか  

（気にならないが 5） 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

2. 読み飛ばしが気になるか  

（気にならないが 5） 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

3. イントネーションが不自然で

ないか （自然が 5） 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

4. 音節区切りの位置や間の取り

方が適切か(適切が 5) 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

人が朗読した場合と比較して、どの程度のレベルに達していると思いますか。読み上げ方法毎に

当てはまる欄に○（丸印）をつけてください。「上記以外」を選んだ方は、該当する枠内に具体

的に評価を記入してください。 

 
OSの支援機能による 

読み上げ 

音声読み上げ対応電子

書籍リーダーによる 

読み上げ 

読書をするには十分である   

多少違和感があるが、許容範囲である   

短時間であればよいが、長時間聞くには改善

が必要 

  

かなり違和感があり、読書には向かない   

上記以外（該当する枠内に具体的に記入）   
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ヒアリング 

 

支援ツールを用いた発音の修正に関し、ぜひご意見をお願いします。 

 

 OS の支援機能による読み上げと音声読み上げ対応電子書籍リーダーによる読み上げを比較

し、どのように感じましたか。 

 

 

 発音を修正した電子書籍について、どう感じましたか。 

 

 

 音声読み上げ対応電子書籍の利用経験はありますか。 

 

 

 発音修正版のようなレベルの音声読み上げ対応電子書籍が販売された場合、利用したいと思

いますか。 

 

 

その他、ご意見をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ありがとうございました。 

 


