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視覚障害者のニーズとサービスの可能性等を
報告する。

視覚障害者がテレビ番組をどの程度視聴す
るのか，という素朴な疑問もあるだろう。日本
盲人会連合（現・日本視覚障害者団体連合）が
2015年に実施した調査によると，主な情報源
のトップはテレビの90.6％で，ラジオの79.0％を
上回る1）。視覚障害にはロービジョン（弱視）の
人も多く，また全盲の人も，さまざまな工夫を
しながらテレビを活用しているというのが実態
である。

 2. 視聴覚障害者等向け放送サービスの現状
     ～視覚障害者を中心に～

現在のテレビ放送における視聴覚障害者等
向けのサービスとして， ▼主に視覚障害者向け
には，音声多重放送を利用して放送番組の場

 1. はじめに
放送は，情報を広く国民に提供することを使

命とし，その対象に障害のある人々が含まれる
ことは当然である。しかし，その伝達手段は
主に音や映像であり，視聴覚障害者が放送を
視聴するにはバリアが存在する。解説放送・
字幕放送などのユニバーサル放送によって放
送に対するアクセシビリティー（利用しやすさ，
情報の取得しやすさ）を高める努力が続けられ
ている。一方で，日進月歩のICT技術を活用
した試みも各方面で進められている。

この報告では，視聴覚障害者等向け放送の
取り組みの現状を概観したうえで，NHK放送
技術研究所（以下，技研）で開発中の技術を
用いた，テレビ番組での視覚障害者向けサー
ビスの試行を例に，NHK放送文化研究所（以
下，文研）が実施したWEBアンケートから，
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面・状況や出演者の動き等を音声で説明する解
説放送， ▼聴覚障害者向けには，文字多重放
送を利用して番組の台詞やナレーション等を字
幕として画面に表示する字幕放送と，番組の中
で音声情報を手話で伝える手話番組等がある。

放送法では，1997年の改正でテレビ放送に
おいて字幕番組・解説番組をできる限り多くす
る努力義務を放送事業者に対して設けている

（現放送法4条2項）。その推進に向け，各放
送事業者は総務省が行政指針として定める普
及目標をもとに取り組み，その実績が毎年公表
されている。

行政指針の策定にあたっては，障害者団体，
受信機メーカー，放送事業者，有識者，行政
等による研究会で議論し推進している。最新
の「放送分野における情報アクセシビリティに
関する指針」は，2018年度から10年間の普及
目標を，放送波や放送局の種類（地上・衛星
等，NHK・地上民放キー局・県域局等）ごとに，
対象番組に対する目標として定めている。

地上波のNHK・民放在京5局を例に2018年
度の実績を見ると， ▼字幕放送では，普及目標

「対象番組全て」に対して，「NHK総合97.4％，
民放5局99.8%」， ▼ 解説放送では，普及目標

「対象番組の15％以上」に対して，「NHK総合
16.4%，民放5局16.0%」である2）。

解説放送の課題として，総務省が出している
報告書では，解説を付与する主音声の隙間が
少なく，また，番組完成後に解説の台本の作
成や読み上げ，収録の時間を確保する難しさも
あり，推進面での困難さがあるとしている3）。

 3. 自動解説音声の研究開発
文研と技研は，視覚障害者向けの新しい解

説音声のサービスとして，テレビ番組の補足情

報を自動で音声化する「自動解説音声」サービ
スの実現に向けた研究開発を，2018年以降，
連携して行っている。テレビ番組の情報は，テ
ロップ（オープン・キャプション）4）など，画面
に映る文字でしか示されない情報も多く，視覚
障害者にはすべての情報は届いていないことが
多い。こうした補足情報の音声化を自動で行う
ことができれば，解説音声サービスのより幅広
い普及につながるのではないかと考える。

技研は，文研と連携する前から，「スマートプ
ロダクション」5）の研究の1つとして音声を自動
で制作し提供する音声合成・提示技術の研究
を行っている。

主に取り組んでいるのは，スポーツ競技の
番組の補足音声である。テレビでスポーツ競技
のもようを伝える番組では，得点やサーブ権，
順位などの情報は画面に表示されることが多
く，音声で伝えられる機会は少ない。技研が，
大規模な国際スポーツ大会の番組で，勝敗に
関わる情報がどのくらい実況の中で発話されて
いるかを調べたところ，画面に表示されている
得点に関する情報は競技によってはほとんど発
話されていないことや，競技者や順位のリスト
などの情報は35％程度しか発話されていない
ことがわかり，テレビの音声だけでスポーツ番
組を楽しむには情報が不足していることを示し
ている 6）。視覚障害者からも，現在のスコアな
どがわからないため，テレビでの観戦を楽しめ
ないという声が多く上がっている。

一方，最近は多くのスポーツ大会で，主催者
や競技団体が得点や反則などの情報をデータと
してリアルタイムで配信している。技研はこの
データを使って，競技の状況を説明する実況音
声を自動で生成する技術を開発した。

2016年の国際スポーツ大会では，主催者か
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らのデータをもとに音声と字幕を自動生成して
動画につける局内検証実験を行い，計24競
技，1,887試合の動画に音声などをつけた。さ
らに2018年の冬季国際スポーツ大会では，競
技の中継映像に，主催者のデータから自動生
成した音声と字幕をつける「ロボット実況」
サービスを行い，自動音声などのついた4競技
17本の中継動画を，NHKの特設ウェブサイト
とハイブリッドキャストで配信した。これは世
界的にも例がない取り組みである。技研は，「ロ
ボット実況」の音声について，視覚障害者が試
合内容を理解できたのかを調べる実験を行い，
理解度はラジオ放送とほぼ同程度であったとい
う結果を得ている7）。

技研はこれらの実績を重ねたうえで，生放
送番組にも対応可能な新しい技術を試作した。
放送音声を補完する情報を自動で生成し，「自
動解説音声」として配信する技術である 8）。

一方，文研は，パラリンピックやその放送が
社会にどのような影響を与えるかなどをテーマ
に研究を続けており，2018年には，障害者が
ピョンチャンパラリンピックの放送をどう受け止
めたかを尋ねる調査を行い，共生社会実現に

向けた放送・メディアのあり方への示唆を探っ
た 9）。こうした取り組みを通じて，今回，両研
究所は連携して，自動解説音声の実用化を念
頭に調査や研究開発を行うことにした。試作し
た技術を使えば，テレビの放送と同期させて，
テロップが出るのとほぼ同時に，スマートフォ
ンなどに補足情報の音声を配信することができ
る。視覚障害者が手元のスマートフォンで自動
解説音声を聞きながらテレビ番組を楽しむとい
う，解説放送に相当するサービスも可能となる
（図1）。

今回，自動解説音声をつける試みの対象と
した番組は， NHKの初心者向け料理番組で
収録番組の『きょうの料理ビギナーズ』である。
同番組は，技研が視覚障害者へ事前にヒアリ
ングを行った際，解説付与の要望が高かった。
技研が，『きょうの料理ビギナーズ』の14回分の
放送を調べたところ，料理方法の理解に必要
な材料・分量・具材の状態，使用する調理器 
具，調理方法などの情報について，テロップで説
明された情報は全体の82％だったのに対し，放
送の音声で説明された情報は1％であった 10）。

また，『きょうの料理ビギナーズ』は，番組に付
随したテキストも発売さ
れており，材料や分量
以外にも，詳しい手順
や調理のポイントなど
が掲載されている。こ
うした情報をどのように
補足し，番組の中に織
り込んでいけば，視覚
障害者の役に立つ自動
解説音声となるかを探
るのが，今回の試みの
目的である。

図1　自動解説音声の配信イメージ

【収録番組】

【テロップ等の情報】

2分31秒：「塩小さじ1」

 　 　 　  …

放送

自動で音声化し
配信

【テレビ】

【スマートフォン】

テロップ「塩小さじ1」 テロップ「塩小さじ1」

開始
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番組担当者の協力を得て，『きょうの料理ビ
ギナーズ』のデータ等から，技研が自動解説
音声を作成した。そして，その自動解説音声
が料理方法の理解につながるかなどについて，
文研が視覚障害者にWEBアンケートを行っ
た。

 4. 料理番組への自動解説音声付与の試み
     ～ WEB アンケートから～

（1）WEBアンケートの概要	

今回のWEBアンケートは，調査会社の回答
者パネルから自己申告に基づき抽出した視覚
障害者307人を対象とした（全盲43人，ロービ
ジョン264人。「視覚を使った文字の読み書き」
ができない場合を全盲，できる場合をロービ
ジョンとした）。障害者手帳の保有，何らかの
支援や給付の受給，通院中のいずれかに該当
すれば対象とした。手帳や障害者団体所属の
有無にかかわらず，多様な意見を把握するのが
ねらいである11）。

パソコンやスマートフォンで画面の情報を読
み上げるスクリーンリーダー等のソフトやアプリ
を使って回答できるよう，事前に視覚障害者の
意見なども確認したうえで，アンケート画面を
設計した。限られたモニターを対象とするアン
ケートで，また回答者がWEB利用者に限られ
るため，あくまで今回のアンケートに限定した
結果として読む必要がある。

WEBアンケートは，『きょうの料理ビギナー
ズ』の1本5分間の番組のうち3分余の部分に
ついて，下記の3種類の音声をランダムに提示
し，聞き比べてもらった。

▼「番組音声のみ」（P）
▼ 番組音声に，材料，分量などテロップ情報の

自動解説音声を付与した「テロップ版」（Q）

▼ テロップ版に，さらに詳しく，調理時間，具
材の状態などについて自動解説音声を付与
した「詳細版」（R）
どのような自動解説音声を付与したか，その

一部を表1に示す。

表1　『きょうの料理ビギナーズ』への自動解説音声付与の一部

音声Ｐ（番組音声のみ） 音声Ｑ（テロップ版） 音声Ｒ（詳細版）

（映像：鍋を火にかける）
NA：次に熱湯をかけましょう。

NA：まわりが白っぽくなればOK。表
面を固めることで，クセが出にくく，煮
崩れもしにくいのよ。

NA：次に熱湯をかけましょう。

NA：まわりが白っぽくなればＯＫ。表
面を固めることで，クセが出にくく，煮
崩れもしにくいのよ。

NA：次に熱湯をかけましょう。
2秒ずつ。
NA：まわりが白っぽくなればOK。表
面を固めることで，クセが出にくく，煮
崩れもしにくいのよ。

（映像：しょうがの調理）
NA：しょうがは千切りにし，水に5 分
ほどさらします。皮も使うので，とって
おいてね。

しょうが，15グラム。
NA：しょうがは千切りにし，水に5 分
ほどさらします。皮も使うので，とって
おいてね。

しょうが，2センチ大，15グラム。
NA：しょうがは千切りにし，水に5 分
ほどさらします。皮も使うので，とって
おいてね。

（映像：大根の調理）
NA：大根は4つ割りにし，斜め半分に。

NA：小さめのフライパンに入れ，水を
注いで中火にかけます。

大根，300グラム。
NA：大根は4つ割りにし，斜め半分に。

NA：小さめのフライパンに入れ，水を
注いで中火にかけます。
水，1カップ半。

厚さ，5センチぐらい。
NA：大根は4つ割りにし，斜め半分に。
切った大根を，                                 
NA：小さめのフライパンに入れ，水を
注いで中火にかけます。
水，1カップ半。

※太字：自動解説音声
※NA：番組に登場するキャラクター「ハツ江さん」によるナレーション
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自動解説音声については，
放送の音声の隙間に挿入す
ることと情報量との兼ね合い
で，音声の速度を通常の放
送音声より速くした。また，
ナレーションをしているキャ
ラクター「ハツ江さん」が女性
のため，聞き分けがしやすい
よう男性の声とした。研究開
発を行うメンバーで協議し，
視覚障害者のスクリーンリー
ダー利用の様子なども見たう
えで設定した。番組音声と自
動解説音声は同一のスピーカーから出すことに
して，3 種類の音声（P，Q，R）を聞き比べて
もらった。自動解説音声への評価のほか，料
理への関心や，解説放送・メディアの利用状況
なども尋ねた。

（2）WEBアンケートの結果から

［自動解説音声への評価］

番組音声のみ（P），テロップ版（Q），詳細
版（R）の3 種類の音声それぞれについて，サー
ビスとしてどの程度利用したいかを尋ねた（「利
用したい」「まあ利用したい」「どちらともいえな
い」「あまり利用したくない」「利用したくない」
の5 段階）。その結果，「利用したい」と「まあ
利用したい」という利用に前向きな意見の合計
は，3 種類の音声いずれも，全盲の人，ロービ
ジョンの人ともに5割前後であった。

番組音声のみ（P），テロップ版（Q），詳細
版（R）それぞれの，料理への動機づけや関心
などの面で評価したポイントについて細かく見
ていく（表2）。全盲の人では， ▼「料理への関
心が増した」「料理を作ってみたくなった」の項

目で，テロップ版（Q）が，ほかの音声より評
価が高かった。 ▼「お手本通りに作れると思う」
では，テロップ版（Q）と詳細版（R）が，番組
音声のみ（P）より評価が高かった。 ▼「おいし
さが伝わってきた」では，番組音声のみ（P）と
テロップ版（Q）が，詳細版（R）より評価が高
かった。ロービジョンの人では， ▼「料理の作
り方がよくわかった」「おいしさが伝わってきた」
の項目で，番組音声のみ（P）が，ほかの音声
より評価が高かった。

さらに，3 種類の音声のどれをサービスとし
て一番利用したいかと尋ねたところ（表3），全
盲の人では，詳細版（R）を選んだ人が最も多
かった。ロービジョンの人では，番組音声のみ

（P）を選んだ人が最も多かった。全盲の人に
詳細版（R）を選んだ理由を自由記述で聞くと，

「調味料の分量や材料の大きさなど，少しでも
情報が多い方がわかりやすい」などの意見が
あった。ロービジョンの人が番組音声のみ（P）
を選んだ理由では，「自動解説音声が入る事で
情報がいっぱいになり，わかりづらくなる」な
どがあった。

対象：全員
（n=307人）

全盲
（ｎ＝43）

ロービジョン
（ｎ＝264）

Ｐ Ｑ Ｒ Ｐ Ｑ Ｒ

料理の作り方がよくわかった 53.5 51.2 46.5 60.6 57.2 54.9

お手本通りに作れると思う 51.2 62.8 62.8 46.2 49.2 46.6

料理への関心が増した 51.2 60.5 51.2 50.4 47.3 45.1

料理を作ってみたくなった 51.2 58.1 46.5 49.2 51.1 47.3

おいしさが伝わってきた 65.1 65.1 58.1 60.6 51.1 51.1

＊「そう思う」「まあそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」
の5 段階中「そう思う」「まあそう思う」の割合の合計

表 2　評価したポイント
（%）
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また，全盲の人，ロービジョンの人いずれも，
番組音声のみ（P）やテロップ版（Q）を選んだ
人の中に，自動解説音声が速すぎて聞き取れ
ないので，情報量が多くない音声を選んだと
いう意見が目立ち，音声の聞き取りやすさや，
わかりやすさを重視する意見が多かった。

［自動解説音声　サービスへの改善点］

自動解説音声を多くの人に役立つサービス
にするための意見を自由記述で聞いた。回答
のあった59 件のうち， ▼ 性別や声質を選べる
ようにする， ▼ゆっくり読み上げる，という趣旨
の意見が合わせて29 件あり，声質や音声速
度についての要望が目立った。

（3）WEBアンケート結果から見えること

今回の自動解説音声の評価については，視
覚障害の程度や種類，スクリーンリーダー等の
日常生活での利用状況など，回答者の背景に
よってさまざまな評価があり，視覚障害者全体
を網羅するサービスの困難さがうかがえた。

全盲の人で詳細版（R）の利用意向が高く，
ロービジョンの人で番組音声のみ（P）の利用
意向が高かったのは，テレビ画面からの情報
取得が困難な全盲の人は音声での情報量を求
め，画面からある程度情報取得が可能なロー
ビジョンの人は聞き取りやすさを求めているか

らではないかと考えられる。
また，スクリーンリーダー等の読み

上げ機能を日常的に利用し，速度の速
い音声読み上げに慣れているかどうか
も，評価に影響したと見られる。今回
は自動解説音声の速度が番組音声より
かなり速く，読み上げ機能をふだん使っ
ていない人を中心に「聞き取りにくい」
という意見が多く上がった。解説音声

は，番組音声の隙間に挿入するため，情報が
多いと音声速度は速くなり，情報量と聞き取り
やすさが相反関係になりやすい。また，番組
音声とオーバーラップするリスクもある。技研
は，解説音声と番組音声とのオーバーラップに
ついても調べている12）が，今回の結果も踏ま
え，自動解説音声の適切な情報量や，音声の
速度とのバランスをさらに検討する必要がある
だろう。

改善への意見として，声質や音声速度などを
自分に合った形で使いたいという意見が多かっ
た。この結果からは，自動解説音声をスマート
フォンなどに配信するサービスの有効性が示さ
れていると考える。従来の解説放送では，解
説音声の声質や速度を自分の好みに合わせて
調整することはできない。しかし，解説音声を，
通信を利用してスマートフォンなどに送れば，
声質や速度のカスタマイズが可能になる。この
ほか，解説音声がテレビと別方向から聞こえる
ため，聞き取りにくさが緩和される可能性もあ
る13）。テレビの解説放送の利用を，一緒に見
ている家族が嫌がるという意見もあった。自分
の手元だけで解説音声が聞ければ，このよう
な状況にいる人の要望にも応えられるだろう。

現在の解説放送の利用状況なども，今回の
WEBアンケートで尋ねた。解説放送を利用し

対象：全員
（n=307） Ｐ Ｑ Ｒ どれも

変わらない

全盲
（n=43） 25.6 20.9 34.9 18.6

ロービジョン
（n=264） 29.9 26.1 20.5 23.5

＊「3 種類の音声を聞いて，今後どの音声の料理番組を一番利用したいと思
いますか」と質問

（%）
表 3　自動解説音声の利用意向
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ている人は，全盲の人で約3割，ロービジョンの
人で約2割だった。しかし，「解説放送は必要」
と答えた人が，全盲の人で約8割，ロービジョ
ンの人で約5割にのぼったのに比べ，現在の利
用の度合いは低い。番組選択と解説放送の有
無の関係の質問に対して，「仕方なく解説放送
がない番組を視聴することもある」と回答した
人も多くいた。自動解説音声は，こうした，“解
説放送を諦めていた”人たちに対応できるサー
ビスになる可能性も秘めていると考える。

 5. 今後に向けて
    ～アクセシビリティー向上のサービスの課題～

今回のWEBアンケートで集まった視覚障害
者の意見から，自動解説音声のサービスの実
用化に向けた課題のほか，視覚障害者が今，
放送のアクセシビリティー向上のサービスに何
を求めているかが，いくつか明らかになった。
特に，自分の障害や，テレビ・メディア利用の
スタイルに合った形でサービスを利用したいと
いう要望は高かった。

今の視覚障害者を取り巻くメディア環境を見
ると，パソコンやスマートフォンには画面の情
報を音声で読み上げるソフトやアプリが入り，
音声で操作できるスマートスピーカーの普及も
進んでいる。さらに，カメラで撮影した物を音
声で伝えたり，紙に書かれた文章をカメラで
認識して読み上げたりするアプリも登場してい
る。障害者のアクセシビリティーに関係する機
能は，GoogleやAmazonといった世界のIT企
業も取り組みの1つとしてアピールしている14）。
こうした技術が日々進歩していることも踏まえ，
放送事業者としてどのようなサービスを提供す
るのか，考えていく必要があろう。

技研は，自動解説音声も含めた新しい解説

サービスの実現に向け，さらに研究を進めてい
る。スポーツ中継でアナウンサーなどが実況す
る言葉の終わりを推定し，そのタイミングで補
足情報の音声を挿入する技術の開発に取り組
んでいる。2020年にはスポーツ中継で補足情
報の音声をスマートフォンに配信する実験を行
う予定である。

また，『きょうの料理ビギナーズ』の制作現場
では，今回の試みをきっかけに，自動解説音
声をウェブサイトなどのサービスで導入できな
いか，検討が続けられている。

テレビの特徴の1つに，皆が同じ場所で同じ
番組を楽しめることがある。障害のある人たち
にも何らかの手段で情報を補足し伝えることが
できれば，同じ画面で同時に「わかる」「楽しめ
る」状況を作り出すことが可能になる。これが，
放送事業者ができるアクセシビリティー向上の
サービスの1つと言えるのではないだろうか。

今回，特に全盲の人から，テロップ版の自動
解説音声でも料理をする動機づけになるという
意見があった。参考になる意見だと思ったと同
時に，通常の番組制作でも，もっとイメージし
やすい情報を考え，音声で伝えることは大事で
はないだろうか。画面に映る調理器具について
一言添えるだけでも，視覚障害者がイメージで
きることは大きく変わっていくのではないか。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック
をきっかけに，障害者のアクセシビリティー向
上にも注目が集まっているが，大事なことは，
利用する人がどのように使いたいか，楽しみた
いかに寄り添っていくことだと考える。放送事
業者らしいアクセシビリティー向上のサービス
を実現できるよう，今後も関係者と連携して研
究開発を深めていきたい。

（やまだ きよし/おち しんじ）



49FEBRUARY 2020

注：
 1） 総務省が開催した「視聴覚障害者等向け放送に

関する研究会」第1回（2017年9月）で，日本
盲人会連合が示した資料による。総務省の「視
聴覚障害者等向け放送に関する研究会　報告
書」（2017年12月）p106
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000524530.pdf

 2） 上記研究会の提言を受けて，2018年2月に策定
された現指針の解説放送については，NHK・
民放広域局の数値目標引き上げやローカル局の
数値目標（努力目標）の新設等が行われた。
• 普及目標の詳細

https://www.soumu.go.jp/main_content/
000531258.pdf　

• 2018年度実績の詳細
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000642541.pdf

 3） 1）と同じ報告書， p8，p29
 4） オープン・キャプションは，番組内であらかじ

め付与されている字幕。字幕放送で付与される
字幕は，クローズド・キャプションと呼ぶ。

 5） 技研は，人工知能技術を活用した番組制作支援
技術を「スマートプロダクション」と名づけ，
研究を行っている。

 6） 佐藤庄衛，宮㟢太郎，熊野正，今井篤，山田
一郎「スポーツ中継における音声ガイドの有
効性の調査」『音響学会春季講演論文集』1-4-3

（2016）
 7） 今井篤「音声でテレビを楽しむ」『NHK技研

R&D』 No.175（2019年5月）
 8） 一木麻乃，熊野正，清水俊宏，小森智康，金子

浩之，大野敏明，越智慎司，山田潔，今井篤，
都木徹，巖渕守「料理番組におけるテロップか
らの解説音声制作とネット配信の検討」「2019
年映像情報メディア学会年次大会講演予稿集」
34B-4

 9） 山田潔，大野敏明「パラリンピック放送に対す
る身体障害者の声～ピョンチャンパラリンピッ
クの放送に関するWEB調査より～」『放送研究
と調査』通巻811号（2018年11月）

 10） 8）と同じ
 11） WEBアンケートの設計概要：

〔手法〕調査会社（H.M.マーケティングリサーチ）
に依頼し，回答者パネルを対象としたWEBア
ンケート

〔対象条件〕18～69歳の男女の視覚障害者（手帳保
有，支援サービス・給付，通院治療中のいずれ
かに該当）

〔期間〕2019年5月17～22日
〔回収サンプル〕307（全盲43，ロービジョン264

／男性221，女性86）
〔質問数〕スクリーニング3問，本調査43問

また，アンケートの回答方法を複数回答で聞い
たところ，「文字拡大ツール利用」47％，「画面
に近づく，画面を近づける」33％，「スクリー
ンリーダー利用」26％など。「特に工夫してい
ない」は22％だった。

 12） 解説音声と番組音声とのオーバーラップについ
て，視覚障害者へのアンケート調査で，発話の
冒頭でのオーバーラップに比べて，文末での
オーバーラップは聞きづらさへの影響は小さい
という結果を得ている。出典は7）と同。

 13） オーバーラップが避けられない場合でも，音声
の提示の仕方や声質を変えることで，総合的な
聞こえの好ましさが向上することを，実験で明
らかにしている。
一木麻乃，清水俊宏，今井篤，都木徹「スポー
ツ中継の実況と音声ガイドの同時聴取の検討」

『音響学会秋季講演論文集』3-5-7（2017）
 14） Google Japan Blog「視覚に障害を持つ方のた

めに開発，Google マップの詳しい音声案内」
（2019年10月11日）
https://japan.googleblog.com/2019/10/google.
html
アマゾンジャパンのリリース「Amazon Alexa
の話す速度が調節可能に」（2019年9月11日）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001051.
000004612.html

参考文献：
・熊野正：「スポーツ番組を解説する『音声ガイド』

生成技術」『NHK技研　R&D』 No.164（2017年8
月）

※URLは2019年12月時点のもの


