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要　旨
音声認識技術を活用した議事録作成支援ソリューション「VoiceGraphy」は、議会や会議における議事録の配布
（公開）時間の短縮、議事録の作成費用や作業負荷の軽減、要約議事録から全文議事録への変更など、議事録
作成におけるさまざまな課題を、高度な音声認識技術と議事録作成作業の効率化を追求した編集ツールにより
解決しました。本稿では、音声認識技術をより有効に活用すべく、利用者の使い勝手を追求した編集ツールの
開発の取り組みについて紹介します。
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1. はじめに

近年の企業経営において、経営スピードを上げるためのス
ピーディな情報共有、社外から信頼される企業であるための
情報公開は、重要なファクターになっています。デジタル化
された情報は、企業内外に向けて情報共有・公開がますます
進んでいます。
一方、役員会議などの重要な会議は、録音された会議音声
を基に、人海戦術で文字に書き起こしているのが現状です。
書き起こしには時間が掛かるため、タイムリーな議事録共有
は非常に困難です。
本稿で紹介する「VoiceGraphy」は、業界トップレベルの
NECの音声認識技術を基に、会議の音声を文字に自動変換し
ます。しかし、音声認識に認識誤りは避けられず、この点が
音声認識製品の活用が進まない理由の1つでもありました。
VoiceGraphyでは認識誤りの修正を含めた議事録作成作業全般
に対し、利用者の使い勝手を追求すべく、ユーザビリティ評
価を取り入れた編集ツールを開発しました。VoiceGraphyは、
高度な音声認識技術と使い勝手の良い編集ツールで、効率的
な議事録作成を支援します。

2. 概要と特長

議事録作成支援ソリューション VoiceGraphyは、「迅速かつ
スピーディな議事録作成を支援」を製品コンセプトに、高度
な音声認識技術と編集作業の効率化を徹底的に追求した編集
ツールとの融合により、議事録作成における、“非常に時間
が掛かる”や“手間が掛かる”という課題を解決しました。
・・高度な音声認識技術
声の特徴や混同しやすい音も区別しながらリアルタイムに
学習する「自動学習機能」を搭載するなど、認識精度を向
上させるための最新技術が採用されています。
・編集作業の効率化を徹底的に追求
オーディオ機能と編集機能の一体化（音声の再生個所と編
集・修正個所が連動）により、原稿作成の作業が格段にス
ピードアップします。また、編集作業は音声の認識結果を
修正するため、編集作業時間が30～50%短縮されるなど、運
用面を含めた作業全体の効率を高め、議事録を「素早く」
「簡単に」作成します（ 図1 ）。
議事録の作成作業は、実時間の6倍の時間が掛かるといわれ
ており、かつ、作成と校正の繰り返しでは大量の印刷が行わ
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図1   VoiceGraphyのシステム構成

れます。VoiceGraphyの活用により、作業時間の大幅な削減と
印刷を行わずに効率的な作成と校正が実現できます。地球環
境にもやさしい製品です。

3. ユーザビリティへの取り組み

3.1 音声認識製品の普及の課題

音声認識は技術的な観点だけではなく、利用者の発話スタ
イル、利用環境などの要因により、認識誤りの可能性は必ず
残ります。この認識誤りが、音声認識製品の活用が進まない
理由の1つになっています。VoiceGraphyでは、音声認識技術に
よる認識精度の向上の取り組みは当然として、認識誤りを簡
単に修正できる機能を提供し、音声認識製品の更なる有効性
の向上を追求しました。

3.2 ユーザビリティ評価の実践

VoiceGraphy編集ツールに、次のユーザビリティ評価を実施
し、改善点を洗い出しました。
11) 一般被験者を活用したユーザビリティテスト
ユーザビリティテストは、VoiceGraphyを知らない4名の被
験者で実施しました。被験者にはVoiceGraphyの事前の情報
収集は避けてもらい、実験室に隔離したスタイルで実施し
ました。観察者はついたて越しに観察しました。
2) 専門家の経験則を生かしたヒューリスティック評価
ヒューリスティック評価は、大学のユーザビリティラボで

長期間実践を重ねた弊社社員により実施しました。
ユーザビリティテストの指摘事項では、操作ボタンのデザ
インを見ても機能がイメージできず、説明書に頼る機会が
多々あるとのことでした。また、ヒューリスティック評価の
指摘事項としては、繰り返し使用する操作ボタンがGUIの上部
に位置しているが、編集作業を進めていくと編集位置はGUIの
下部になるため、利用者の視線の上下動が多くなり、知らず
知らず目の疲れが蓄積されていく、というものがありました。
これらを含め、指摘件数は79件ありました。

3.3 UI改善

指摘事項を分析し、優先順位を付けてUIの改善を進めまし
た。主な改善は次の2点です。
1) UIレイアウトの大幅な改善
UIの改善前は、開始・停止の操作ボタンが1つであり、直感
的に操作方法がイメージできなかったため、ひと目でイ
メージできる機能とデザインに分離、変更しました。ま
た、UI上の操作ボタン位置を上部から下部に大きく変更し
ました（ 図2 、 図3 ）。これにより、繰り返し作業におけ
る利用者の作業負荷の軽減と作業効率の向上を図りました。
2) 用語の一貫性の向上
同じものを指す複数の異なる用語や、開発者寄りの専門的

図2   UI改善前

NEC技報 Vol.64 No.2/2011 ------- 61

  ユーザー中心設計による人と地球にやさしい商品の開発特集



図3   UI改善後

な表現などを、一般的で平易な表現に変更、統一しました。
これにより、利用者が戸惑ったり、間違える可能性を軽減
しました。用語の統一は小さな取り組みと感じるかもしれ
ませんが、その効果は利用者にとって非常に大きなものに
なります。イメージで理解できるものと、説明書を読んで
から理解できるものでは、利用者の作業効率や心理的な負
担に大きな差があります。

3.4 効果

従来のバージョンと、ユーザビリティ評価を実施して改善
したバージョンとを比較すると、指摘件数が79件から17件に、
重要度の高い指摘（Z,A）件数が15件から4件に削減されまし
た（ 図4 ）。使い勝手が大きく改善されたと言えます。
また、VoiceGraphyを利用している多くのお客様から編集
ツールの使いやすさに高い評価を得ています。この使いやす
さから、音声認識精度が期待できない利用環境においても、
編集ツールの活用による業務の効率化を図っているお客様も
います。

4. 聴覚障がい者における活用

VoiceGraphyの議事録作成支援用途以外での活用事例として、
聴覚障がい者の会議参加を支援する用途があります。聴覚障

図4   ユーザビリティ評価結果

がい者の会議参加は、企業側は手話要員の手配やリアルタイ
ムに筆記する要員を付けての支援など、聴覚障がい者側は筆
記要員への遠慮など、双方に大きな負担が掛かり、なかなか
進まない現状があります。特に、専門的な業界などの場合は
専門用語を理解する手話要員の確保が非常に難しく、また、
会議の内容を事前に手話要員に伝え、手話要員の準備期間を
確保する必要があります。急な会議、不定期な会議などでは
手話要員の活用は現実的ではありません。
VoiceGraphyは、会議の音声をリアルタイムに認識表示しま
す。聴覚障がい者は認識表示される文字を見て、会議の内容
をリアルタイムに把握します。ここで、音声認識の課題であ
る認識誤りも当然出てきます。しかし、事前に会議の議題、
内容、目的が明確であれば、認識誤りがあっても「大意がつ
かめる」と、有効に活用されています。通常はVoiceGraphyの
認識表示で会議の内容を把握し、確実に確認したい部分など
だけ、健常者に筆記で支援いただく運用です。これにより、
聴覚障がい者と筆記要員の双方の負担が軽減されます。
一般に、音声認識に相対すると認識誤りのネガティブな面
に着目してしまい、音声認識によるリアルタイムな認識表示
のメリットが忘れられてしまう傾向にあります。リアルタイ
ムな認識表示はマンパワーによる書き起こしでも実現が難し
く、実現できたとしても人間の作業では数分が限界です。機
械（VoiceGraphy）は疲れることがなく何時間でも認識表示で
きます。機械にできることは機械を活用し、有益な経営資源
である社員は、より創造的な業務で活躍することが可能にな
ります。
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5. NECソフトウェア北海道のユーザビリティへの取り組み

既に述べたVoiceGraphyの事例に代表されるように、NECソ
フトウェア北海道では、「高品質で安全性の高いソフトウェ
ア製品とサービスを提供するため、常にプロセスを改善し、
お客様の満足を実現します」という品質方針の下、利用者品
質の観点から、「利用者にやさしいユーザビリティの優れた
ソフトウェア製品の提供」を品質目標の1つに掲げています。
ユーザビリティ推進活動の全社的な取り組みとしては、
（1）必要性の理解（啓発活動）、（2）学習機会の設定（教
育活動）、（3）プロジェクトでの実践（評価活動）を経て、
各組織による活動としての定着を目標にしています。
（1）必要性の理解（啓発活動）では、ユーザビリティ入門
教育を実施し、全社で409名（全社員の55%、ソフトウェア開
発部門の75%）が受講しています。（2）学習機会の設定（教
育活動）では、ユーザビリティの実践教育を、要求仕様定義
編、UI設計編、評価編の構成で実施し、延べ215名が受講して
います。（3）プロジェクトでの実践（評価活動）では、
VoiceGraphyなどの評価を実施し、お客様から使いやすさの評
価をいただくなどの実績も現れています。
今後も入門、実践教育を継続し、プロジェクトでの実践拡
大、各組織での活動定着に向けての取り組みを続けていきま
す。

6. おわりに

本稿では、音声認識技術を活用した議事録作成支援ソ
リューション「VoiceGraphy」の概要と、利用者の使い勝手を
追求した編集ツールの開発の取り組みについて紹介しました。
今後も、音声認識技術を利用したソリューションに対する
要求や期待は、日々高まっていくものと考えています。
「VoiceGraphy」は、使い方や運用も含めてその効果を発揮す
るソリューション製品と位置付けています。音声認識技術の
観点からのみの検討ではなく、お客様の用途、利用環境、要
望を聞いて、お客様といっしょに活用方法を考えていく所存
です。
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