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本システムでは、Apple社から販売されている携帯電話iPhoneの特徴やソフトバンクモバイル社が
提供する各種のサービス（※1）を活かし、既存のシステムでは実現がなかなかスムーズに出来な
かった前述のような局面での、情報保障の実現を目指しております。

※１ 音声通話のための定額制サービス 『ホワイトプラン』（午前１時から午後９時までの間）
字幕データ送受信のためのパケット定額サービス 『パケットし放題』

聴覚に障害のある方が学校の講義などを受ける際に、教師が話した内容を要約して文字化する
方法があります。これを「パソコン要約筆記」と言います。このパソコン要約筆記では、2名の通訳者
がパソコンを用いて連携しながら文字化をします。本システムではこのパソコン要約筆記を、携帯電
話を使うことによって遠隔で実施することができます。本システムでは携帯電話を通じて、話者の音
声を遠隔地にいる通訳者に送信し、そこから字幕データを同じ携帯電話で受信・表示することができ
ます。

つまり、本システムの利用により、有線・無線LAN環境をすぐに利用できない学校内や通信環境
を制度的に確保できない企業内、体育館などの場所やパソコンを持ち込むことが難しい環境下、そ
して屋外など移動を伴うような状況下でも、聴覚に障害のある方が要約筆記を利用できるようになり
ます。このような事から、情報保障を得る機会が大幅に拡大することが期待できます。また、初等中
等教育の場では、聴覚に障害のある児童に対する心理的な配慮から、大人である通訳者が教室内
に入らなくても済むような仕組みを本システムで実現することも可能です。一方、字幕受信側のシス
テムはCD 2枚を重ねた大きさほどのコンパクトさですので、大掛かりなシステム構築が人員的にも
出来ない環境下でも、利用しやすいシステムと言えます。更に、ソフトバンクモバイルが提供する音
声通話やパケット通信料の定額制サービスの活用によって、コスト面からも本システムの継続的な
運用の可能性が高いと言えるでしょう。

このような特性によって、従来提供することができなかった局面での通訳サービスを、通訳者は
提供することができるようになり、聴覚に障害のある方の積極的な社会参加をサポートするための
一手法として期待できます。

モバイル型遠隔情報保障システムとは
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教室側

字幕作成スタジオ側

システムの概要説明

①講師用マイク
(Bluetooth

ヘッドセット)

②iPhone

③音声通話用携帯電話④ヘッドホンアンプ（２分配）

⑤分配器（２分配×２個）
⑥複数個のヘッドホン ⑧ITBC

インターネット配信
⑦IPtalk

※ 通常複数

音声

音声

⑨ＢＢルータ または

データ通信カード

iPhoneを音声通話および字幕表示器として使う
本システムでは、音声通話に用いる機材と字幕
作成-表示用の機材に大別できます。また、場所
で分けると、教室側および字幕作成スタジオ側
の２つに分けられます。

iPhone（②）とBluetooth接続した講師用マイク
（①）を用いて、講師の音声を取得します。この音
声は、まずiPhoneに送られます。このiPhoneは字
幕作成スタジオの音声通話用携帯電話（③）と音
声通話を行います。この携帯電話の音声出力を
ヘッドホンアンプ（④）と音声分配器（⑤）を介して、
情報法保障者用のヘッドホン（⑥）に接続されま
す。このように、情報保障者まで、講師の音声を
届けます。

次に字幕情報に関して御説明します。まず、講
師の音声を聞き取り、IPtalk（⑦）を利用して「字
幕化」します。作成された字幕データはITBC（⑧）
に送られます。ITBCは字幕データを配信する
サーバとしての役割を担っております。このサー
バをインターネットで公開するために、ＢＢルータ
またはデータ通信カード（USBタイプなど）（⑨）を
用います。iPhoneのWebブラウザからサーバのＵ
ＲＬにアクセスします。そうすると、iPhone（②）の
画面のような字幕表示にすることが可能です。

このような情報の流れを実現するために、各種
の機材が利用されます。

字幕データ

黄色の枠で示した機材およびブロードバンド契約は、貸し出し機材に含まれていません。 -2-



本システムでは、以下の各種定額制サービスを利用しています。

・音声通話のための定額制サービス 『ホワイトプラン』（午前１時から午後９時までの間）⇒通信１

・字幕データ配信のためのパケット定額サービス 『データ定額プラン』 ⇒通信３
（ 字幕データ配信用にモバイルタイプのデータ通信機器を使用する場合 後述の「パターン１」 ）

・字幕データ受信のためのパケット定額サービス 『パケット定額フル』 ⇒通信２

これらのサービスを利用する通信機器は、上図中、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」で表した３つがあります。
この内、ＡとＢ間の音声通話（図中、通信１と記載）は 『ホワイトプラン(i)』や『ホワイトプラン』を利

用します。
次に、情報保障者によって作成された字幕データをインターネットに配信する役割を担わせる機器

であるデータ通信機器Ｃは、『データ定額プラン』を、そして字幕データを取得および表示するＡでは
『パケット定額フル』を利用します。

このように、各種定額制サービスを利用することで、情報保障実施のための運用コストを一定額に
抑えることができます。

参考ＵＲＬ http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/3G/

どの通信に、どの定額制サービスが適用されるのか？
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機材の準備

～字幕作成スタジオ 音声編～

まず 初に、各種機材の物理的な接続を行います。下の写真のような構成を目指します。

教室側のiPhoneからの講師音声を受信するための携帯電話（③）に各種のコードを接続してい
きます。

初に、携帯電話と「変換コード」を接続します。下の図中、Ａの箇所とＢの箇所が変換コードの
端子および接続位置です。このようにして、講師音声を外部に導きます。

③音声通話用携帯電話
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④ヘッドホンへの「変換コード」

電源コンセントへ

電源コンセントへ

⑥複数個のヘッドホン

④ヘッドホンアンプ（２分配）

⑤分配器（２分配×２個）

Ａ

Ａ

Ｂ

ＡとＢの間の「変換コード」

携帯電話の端子からステレオミニピ
ンジャック端子に変換する

Ａ

Ｂ



次に、両端がステレオミニピンジャック端子（オス）のケーブルを用いて、ヘッドホンアンプ（２分配）
に接続します。

変換コードから

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

両端がステレオミニピンジャック
端子（オス）のケーブル

(エレコム社 AV-351)

ヘッドホンアンプ（２分配）
（オーディオテクニカ社 AT-HA2）

ヘッドホンアンプ（２分配）の背面にある入力端子（ステレ
オミニピンジャック（メス）端子）へ接続します。

※ ヘッドホンアンプ（２分配）を電源コンセントに接続して
下さい。
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ヘッドホン側の入力端子

次に、４つのヘッドホンを、ヘッドホンアンプに接続していきます。まず、２つのヘッドホン側の入力端
子を下の写真のように、分配器（２分配）に接続して下さい。残りの２つのヘッドホンも同様に接続し、
２組分組み上げて下さい。

ヘッドホンアンプ前面の出力端子へ

分配器（２分配）
ビクター社 TWC-12A

※ この分配器（２分配）は、増幅もしませんし単なる分配器です。
他のものを利用しても問題ありません。
例えば、次のような製品もあります。

エレコム社 音声分配ケーブル
IPC-AS/WH

Belkin社 RockStar F8Z274

オーディオテクニカ社
ヘッドホン分配プラグ
AT3C25S
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次に、２つの分配器をヘッドホンアンプ（２分配）に接続します。

ヘッドホンアンプ（２分配）
（オーディオテクニカ社 AT-HA2）

ヘッドホンアンプのボリュームでヘッドホンから聞こえてくる音声の大きさを調整して下さい（その
際、通話状態にしないと音を聞くことが出来ません）。
また、音声通話用の携帯電話（③）の「受話音量」を 大にしておいてください。

大に！
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～字幕作成スタジオ 音声編～

音声受信用携帯電話をiPhoneで行う場合

A

A

B

B

iPhone用の「変換ケーブル」
（オーディオテクニカ社 AT336T）

iPhone用の「変換ケーブル」を利用することで、通常の携帯電話と置き換えることができます。

変換ケーブルとしては、オーディオテクニカ社 AT336Tが挙げられます。

※ iPhoneの音量ボリューム（iPhone本体の左側面）を 大にして利用して下さい。
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～字幕作成スタジオ 音声編～

すべてをバッテリー駆動で実現したい場合

文字作成のための機器をすべてバッテリー駆動にしたい場合、AC駆動の機器をバッテリー駆動、
或いはUSB電源駆動に変更する必要があります。

まず、電源に接続する必要のある「オーディオテクニカ社 ヘッドホンアンプ」を以下のような単４電

池駆動のアンプに変更します。

オーディオテクニカ社 乾電池式ヘッドホンアンプ AT-PHA10

この乾電池式ヘッドホンアンプを２つ用意し、接続すれば、音量的に聞き取りづらくなることはない
でしょう。携帯電話によっては、１個で十分な場合もあります。
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通常、HUB（ハブ）も、AC電源で駆動しています。

これを下記のような「USB給電機能のあるスイッチングハブ」を利用することで、空いているUSB
ポート（どのパソコンでも良い）に接続し、使用することができます。

LANポート

LANポート（５つ）

USBポート

ロジテック社 スイッチングハブ LAN-SW05SV 
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他の出力方法に関して：

Q．ヘッドホン毎に音量調整をしたい。

A．ヘッドホンとヘッドホンアンプ（２分配）の間に、ボリューム付きヘッドホン延長コード（オーディオ
テクニカ社 ボリューム付きヘッドホン延長コード AT3A50ST/0.5 (BK)）を接続することで、調整
可能になります。しかし、増幅することができる訳ではありませんのでヘッドホンアンプ側で十分
音量を大きくしておいて、ボリューム付きヘッドホン延長コード で減衰（小さく）させるという使い

方になります。

Ｑ．ヘッドホンを利用するのではなく、スピーカを利用したい。

Ａ．ヘッドホン分配器に、市販のスピーカを接続することもできます。その際には、スピーカ側で音
量を調整（増幅）できるタイプの製品を利用することをお勧めします。

Ｑ．ヘッドホンとスピーカを併用したい。

Ａ．音声分配器のヘッドホン端子に、スピーカを接続して下さい。

音声分配器の端子はステレオ・標準ジャックというミニジャックよりも一回り大きな端子です。購
入の際には、この大きさの変換コネクタが付属しているもの、あるいは、市販の変換コネクタを
利用してください。
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情報保障者側の「文字データ通信」に関するシステムは、いくつかのパターンが挙げられます。
パターン１から３へと難しさが増してゆきます。

パターン１：
どこのネットワークも使用することが出来ない場合、USB或いはPCカードタイプのデータ通信機器

を利用する必要があります。この通信機器をパソコン（⑧）に接続し、インターネット接続を開始した
後、パソコンに一時的にグローバルIPアドレスが割り当てられます。 も構成がシンプルですが、
iPhoneの接続台数に実質的な制限があったり、通信機器の維持経費も付加的に必要となります。

パターン２：
大学などの場合、本システムで利用するパソコン（⑧）にグローバルIPアドレスを割り振って貰える

ことがあります。この場合、そのパソコン（⑧）の80番ポートを学外から接続可能な設定に大学のネッ

トワーク管理者がしてくれれば、字幕の送受信が可能となります。

パターン３：
ご自宅などで、BフレッツやADSLなどのインターネット接続サービスに加入している場合、その通

信回線を利用することができます。他のパソコンも同時にインターネット接続したい、または維持させ
ておきたい場合には、ポートフォワーディングやバーチャルサーバなどの機能を使う必要があります。

機材の準備

～字幕作成スタジオ 字幕データ編～

⑧インターネット配信用パソコン（ITBC）
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機材の準備

～字幕作成スタジオ 字幕データ編パターン１～

ここでは、情報保障者が講師の音声を聴取した後、字幕を入力し、イン
ターネット配信を行うところまでの接続（パターン１）を説明します。

インターネット上での字幕データの配信を担うパソコンと、どのような方
法でインターネット接続を行うかによってパターンが分かれます。

ここでは、USB或いはPCカードタイプのデータ通信機器を利用して、イン

ターネットに接続する手法を説明します。この通信機器をパソコン（⑧）に
物理的に接続します。そしてこの機器を使って、インターネット接続を開始
した後、このパソコンには、一時的にグローバルIPアドレスが割り当てられ
ます。

ここまでで、⑧のパソコンには２つのIPアドレスが割り当てられていること
になります。１つはインターネットと接続し、字幕データをインターネット配
信するための「グローバルIPアドレス」です（下図、ネット接続２）。もう一つ
は、字幕作成用のIPtalkマシンと通信を行うためのプライベートIPアドレス
（必ずしもプライベートである必要はありません）です（下図、ネット接続１）。

⑧ITBC⑦IPtalk
※ 通常複数台

⑨USB或いはPCカードタイプのデータ通信機器

この機器で
インターネッ
トへ接続

LANケーブ
ルで接続

⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑧ITBC

ハブ
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ネット接続１

ネット接続２

インターネット配信

字幕作成

字幕デー
タの配信



ITBCの設定

http://www2.wbs.ne.jp/~condle/Home.html

ＩＴＢＣを上記のＵＲＬからダウンロードして下さい。
ITBCはWindows上で稼動する、森氏が開発したフリーソフトです。
ローカルネットワークやインターネット上で、パソコン要約筆記された文章やスライドを

各ＰＣや携帯端末で受信するための配信ソフトです。

ITBCを起動すると以下の画面（ウィンドウＡ，Ｂ）が開きます。まず、ウィンドウＢの
「Softbank(iPhone)等への配信をします」ボタンを押してください。
（※ 赤い枠で囲んだウィンドウは、ITBCのウィンドウです。）

⑧ITBC

ウィンドウＡ

ウィンドウＢ

ウィンドウＣ

ウィンドウＤ

ウィンドウＥ
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IPアドレスが２つあるので、どちら
を使うか尋ねるウィンドウが表示
されます。IPtalkと通信を行うた
めに設定した「プライベートIPアド
レス」を選択して下さい。



更新頻度などの設定を行います。
赤い枠に記載した数字に変更して下さい。
「パスワード認証」の項は、iPhoneでITBCにアクセスしたときに問われるＩＤとパスワードの

設定箇所です。必要に応じて適切なものを設定して下さい。
（※ 設定例の場合には、共に a という文字に設定しています。）

0.7 秒に設定を

毎回変更することで、セキュリ
ティを強化できます！
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回転

次に、iPhoneで表示される文字の行数および列数です。列数は半角文字の数で指定します
ので、全角として考えると半数となります。

赤枠のように設定すると、iPhoneを横置きにした場合に、デフォルトで縦横共に過不足あり
ません（左下の写真）。これを回転させ、縦置きにした場合は右下の写真のように、文字が縮
小されます。

講師の発話速度が多く、１回の更新量が多い、または履歴が表示されている時間を長くした
い場合には、縦置きとして、行数を増やす方法もあります。

※ iPhoneは音声通話中のWebアクセスの際、画面の上部に「タッチして通話に戻る」バーが
表示され、通話中であることを表し続けます。音声通話を必要としない2台目の字幕表示用と

して利用する場合には、このバーは出現しません。
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字幕更新が停止しまう場合の対処・設定項目を変更します。
「再読み込み強化版」のチェックを「オン」にして下さい。

重要
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設定が終わったら、次回起動時に設定が自動的に読み込まれるようにしておきましょう。
「起動時設定として保存」ボタンを押して下さい。
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次に、パソコン（⑧）に対して、データ通信機器から割り振られているグローバルIPアドレスを知
る必要があります。

「スタートメニュー」の「ファイル名を指定して実行･･･」を選択して下さい。
名前の箇所に半角で「 cmd 」と入力し、Enterキーを押して下さい。
cmd.Exeが起動して、入力待ちとなります。
そこで、「 ipconfig 」と入力して下さい。
そうすると、パソコンに接続・搭載されているネットワーク機器に割り当てられたそれぞれのIP
アドレスがリストアップされます。
目的のグローバルIPアドレスを探して下さい。
この「グローバルIPアドレス」がiPhoneで入力して貰うURLに関して重要な意味を持ちます。
以下に、iPhoneで入力して貰うURLの例を示します。

グローバルIPアドレスが「AAA.BBB.CCC.DDD」であったならば･･･

iPhoneのウェブブラウザSafariで入力するURLは･･･

http://AAA.BBB.CCC.DDD/

となります。

ここまでで、パターン１の場合のシステムが組みあがりました。
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機材の準備

～字幕作成スタジオ 字幕データ編パターン２～

⑧ITBC⑦IPtalk
※ 通常複数台

⑨ハブなど

LANケーブ
ルで接続

⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑧ITBC

⑨ハブ
など
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学内のLANなどへ

ここでは、情報保障者が講師の音声を聴取した後、字幕を入力し、イン
ターネット配信を行うところまでの接続（パターン２）を説明します。

大学などの場合、本システムで利用するパソコン（⑧）にグローバルIPア
ドレスを割り振って貰えることがあります。この場合、そのパソコン（⑧）の
80番ポートを学外から接続可能な設定に大学のネットワーク管理者がして
くれれば、字幕の送受信が可能となります。

パターン１との大きな違いは、インターネット上での字幕データの配信を担うパソコン（⑧）に割り当
てられるIPアドレスが一つ（グローバルIPアドレス）であるという点です。字幕作成用のIPtalkマシンも
同様にグローバルIPアドレスとなりますが、パソコン（⑧）だけは、学外から直接、パソコン（⑧）と通信
が行える必要がありますので、パソコン（⑧）の通信ポート80番だけは開放して貰う必要があります。
この設定は個人で出来るものではなく、大学等のネットワーク管理を担う部門の担当者に依頼などを
する必要があります。通常、何らかの許可や手続きが必要になりますので、御確認下さい。

学内のLANなどへ字幕デー
タの配信



ITBCの設定

http://www2.wbs.ne.jp/~condle/Home.html

ＩＴＢＣを上記のＵＲＬからダウンロードして下さい。
ITBCはWindows上で稼動する、森氏が開発したフリーソフトです。
ローカルネットワークやインターネット上で、パソコン要約筆記された文章やスライドを

各ＰＣや携帯端末で受信するための配信ソフトです。

ITBCを起動すると以下の画面（ウィンドウＡ，Ｂ）が開きます。まず、ウィンドウＢの
「Softbank(iPhone)等への配信をします」ボタンを押してください。
（※ 赤い枠で囲んだウィンドウは、ITBCのウィンドウです。）

⑧ITBC

ウィンドウＡ

ウィンドウＢ

ウィンドウＣ

ウィンドウＤ

ウィンドウＥ
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IPアドレスが２つあるので、どちら
を使うか尋ねるウィンドウが表示
されます。IPtalkと通信を行う「プ
ライベートIPアドレス」を選択して
下さい。



更新頻度などの設定を行います。
赤い枠に記載した数字に変更して下さい。
「パスワード認証」の項は、iPhoneでITBCにアクセスしたときに問われるＩＤとパスワードの

設定箇所です。必要に応じて適切なものを設定して下さい。
（※ 設定例の場合には、共に a という文字に設定しています。）

0.7 秒に設定を

毎回変更することで、セキュリ
ティを強化できます！
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回転

次に、iPhoneで表示される文字の行数および列数です。列数は半角文字の数で指定します
ので、全角として考えると半数となります。

赤枠のように設定すると、iPhoneを横置きにした場合に、デフォルトで縦横共に過不足あり
ません（左下の写真）。これを回転させ、縦置きにした場合は右下の写真のように、文字が縮
小されます。

講師の発話速度が多く、１回の更新量が多い、または履歴が表示されている時間を長くした
い場合には、縦置きとして、行数を増やす方法もあります。

※ iPhoneは音声通話中のWebアクセスの際、画面の上部に「タッチして通話に戻る」バーが
表示され、通話中であることを表し続けます。音声通話を必要としない2台目の字幕表示用と

して利用する場合には、このバーは出現しません。

-23-



字幕更新が停止しまう場合の対処・設定項目を変更します。
「再読み込み強化版」のチェックを「オン」にして下さい。

重要

-24-



設定が終わったら、次回起動時に設定が自動的に読み込まれるようにしておきましょう。
「起動時設定として保存」ボタンを押して下さい。
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次に、パソコン（⑧）に対して、大学等から割る振られているグローバルIPアドレスを、iPhone
側のウェブブラウザsafariに入力すると字幕表示・更新が始まります。

グローバルIPアドレスが「AAA.BBB.CCC.DDD」であったならば･･･

iPhoneのウェブブラウザSafariで入力するURLは･･･

http://AAA.BBB.CCC.DDD/

となります。

ここまでで、パターン２の場合のシステムが組みあがりました。

-26-

もしも、割り当てられているグローバルIPアドレスがわからない場合には、ITBCに表示されている
IPアドレスを確認するか、または以下の手順で調べることも出来ます。

割り当てられているIPアドレスを調べる方法：
「スタートメニュー」の「ファイル名を指定して実行･･･」を選択して下さい。
名前の箇所に半角で「 cmd 」と入力し、Enterキーを押して下さい。
cmd.Exeが起動して、入力待ちとなります。
そこで、「 ipconfig 」と入力して下さい。
そうすると、パソコンに接続・搭載されているネットワーク機器に割り当てられたそれぞれのIPア

ドレスがリストアップされます。
目的のグローバルIPアドレスを探して下さい。



機材の準備

～字幕作成スタジオ 字幕データ編パターン３～

ここでは、情報保障者が講師の音声を聴
取した後、字幕を入力し、インターネット配
信を行うところまでの接続を説明します。

本システムでは、一般のインターネットプ
ロバイダが提供している「ブロードバンド契
約」が必要です。ＡＤＳＬやＢフレッツ（光）な
どが挙げられます。

（※ 携帯電話をＰＣに接続して、字幕デー
タを配信することも可能ですが、別途通信
費用が必要になります。）

契約時、或いは独自に設置したＢＢルータ
（無線ＬＡＮルータも含む）に、情報保障者が
文字入力に用いるIPtalk用ＰＣやITBC用の
ＰＣを、ＬＡＮケーブルで接続します。

⑧ITBC⑦IPtalk
※ 通常複数台

⑨ＢＢルータ

この機器で
インターネット
へ接続

LANケーブル

で接続

⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑧ITBC

⑨ＢＢ
ルータ
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字幕デー
タの配信



ITBCの設定

http://www2.wbs.ne.jp/~condle/Home.html

ＩＴＢＣを上記のＵＲＬからダウンロードして下さい。
ITBCはWindows上で稼動する、森氏が開発したフリーソフトです。
ローカルネットワークやインターネット上で、パソコン要約筆記された文章やスライドを

各ＰＣや携帯端末で受信するための配信ソフトです。

ITBCを起動すると以下の画面（ウィンドウＡ，Ｂ）が開きます。まず、ウィンドウＢの
「Softbank(iPhone)等への配信をします」ボタンを押してください。
（※ 赤い枠で囲んだウィンドウは、ITBCのウィンドウです。）

⑧ITBC

ウィンドウＡ

ウィンドウＢ

ウィンドウＣ

ウィンドウＤ

ウィンドウＥ
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更新頻度などの設定を行います。
赤い枠に記載した数字に変更して下さい。
「パスワード認証」の項は、iPhoneでITBCにアクセスしたときに問われるＩＤとパスワードの

設定箇所です。必要に応じて適切なものを設定して下さい。
（※ 設定例の場合には、共に a という文字に設定しています。）

0.7 秒に設定を

毎回変更することで、セキュ
リティを強化できます！
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回転

次に、iPhoneで表示される文字の行数および列数です。列数は半角文字の数で指定します
ので、全角として考えると半数となります。

赤枠のように設定すると、iPhoneを横置きにした場合に、デフォルトで縦横共に過不足あり
ません（左下の写真）。これを回転させ、縦置きにした場合は右下の写真のように、文字が縮
小されます。

講師の発話速度が多く、１回の更新量が多い、または履歴が表示されている時間を長くした
い場合には、縦置きとして、行数を増やす方法もあります。

※ iPhoneは音声通話中のWebアクセスの際、画面の上部に「タッチして通話に戻る」バーが
表示され、通話中であることを表し続けます。音声通話を必要としない2台目の字幕表示用と

して利用する場合には、このバーは出現しません。
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字幕更新が停止しまう場合の対処・設定項目を変更します。
「再読み込み強化版」のチェックを「オン」にして下さい。

重要

-31-



設定が終わったら、次回起動時に設定が自動的に読み込まれるようにしておきましょう。
「起動時設定として保存」ボタンを押して下さい。
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⑨ＢＢルータ

この機器で
インターネッ
トへ接続

⑧ITBC

ITBC側の設定が終わっても、このままではiPhone(3G通信)からインターネットを介してITBC
（サーバ）にアクセスすることは出来ません。

インターネットからＢＢルータ下にあるITBC用ＰＣを外部（インターネット）からアクセスできるよ

うにするための設定が必要となります。それがＢＢルータ側のサービスである「バーチャルサー
バ」機能、または「ポートフォワーディング」機能です。これらの設定は個別の機器に大きく依存
しているために、ご自宅のＢＢルータのマニュアルを御参照下さい。

字幕データのリクエスト

字幕データの配信

ＢＢルータ設定画面例

契約しているインターネット・プロバイダから一時的に割り振られるグローバルＩＰアド
レスと、ＢＢルータ下にあるITBC用ＰＣを結びつける役割を担っています。すなわち、Ｂ
ＢルータのグローバルＩＰアドレスにインターネットからWebブラウザなどでアクセスする

と、実際にはＩＴＢＣ用ＰＣにアクセスすることになるという仕組みです。
よって、Webアクセスするためには、まず、ＢＢルータに一時的に割り当てられている

グローバルＩＰアドレスを知る必要があります。しかし、通常、ＰＣに割り当てられているＩ
Ｐアドレスしか調べられません。

そこで上記のＢＢルータ設定画面で、割り当てられているグローバルＩＰアドレスを毎
回調べるか、または、「ITBCの設定」のページ下部の「ウィンドウＤ」のように、特別なフ
リーソフトで調べる手法があります。このソフトウェアの名称は「ＤｉCE」と言います。
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DiCEによって、ＢＢルータに一時的に割り当てられているグローバルＩＰアドレスを簡単に知
ることができるようになります。

以下の場合、グローバルＩＰアドレスは「218.137.116.14」というアドレスであることが判ります。
これによって、iPhoneに入力するＵＲＬは・・・

http://218.137.116.14/

となります。
このように指定することで、ＢＢルータそのものではなく、その下部にいるITCB用ＰＣ（サー

バ）にアクセスできるようになるのです。

ここまでで、 低限のシステムが組みあがりました。

http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/

インターネット・サービス・プロバイダ
と特別な契約をしていない場合には、
通常、不定期に変更になります。
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ＢＢルータ設定画面例

前項までで 低限のシステムとなりましたが、一般にグローバルＩＰアドレスは、プロバイダから変更
されてしまうのが通常です。

よって、グローバルＩＰアドレスが変更になる都度、iPhoneに新しいＵＲＬを入力する必要があり、ブッ

クマークを記録しても無意味です。

これを回避する手法があります。ＤＤＮＳという仕組みです。

ＢＢルータにＤＤＮＳサービスが付属されている機種もあります。

以下の例では、

http://218.137.116.14/
とiPhoneのWebブラウザSafariのURL欄に入力するところを、

http://c2euqagh.corede.net/
と入力しても、ITBC用ＰＣ（サーバ）にアクセスできるようになっています。

この後、下線で示したグローバルＩＰアドレスが変更になってしまっても、その変更を自動的に反映し、
同様のＵＲＬ（ http://c2euqagh.corede.net/ ）のまま、アクセスすることが出来るようになります。

よって、iPhoneに一度ブックマークを登録することで、教室側のiPhoneの設定を毎回確認・変更す
る手間が省けるようになります。複数個のiPhoneを利用する場合には、このサービスはお勧めです。

市販のBBルータには、このようなサービスが付加され販売されているものがありますので、これらを

お使いになるのも近道の一つと言えるでしょう。

皆さんが設定・登録した場合、
左の例とは異なるアドレス、
名称になります。
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http://www.pepnet-j.org/

http://iptalk.hp.infoseek.co.jp/

IPtalkの設定

LANケーブ

ルで接続

⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑦IPtalk ⑧ITBC

⑨ＢＢ
ルータ

IPtalkは、栗田氏によって開発された情報保障用のフリーソフトウェアです。
このソフトウェアは、 Windows上で稼動します。
IPtalkの設定に関しては、本マニュアルでは特に説明はしません。
ITBCとメンバーになり、ITBCに字幕を渡すことに、注意をして下さい。
IPtalkの使い方や各種入力手法に関しては、以下の資料も御参照ください。

IPtalkからの字幕データは、ITBC側からも確認する
ことが出来ます。

「ITBCの設定」の項のウィンドウＣがそれに該当し

ます。
IPtalkで字幕を作成した結果が、ITBCのウィンドウ

Ｃに表示されます。
このように各種の情報が、何処から、何処まで伝わ

るのかを確認することによって、発生したトラブルを
解決するのに要する時間を短縮することができます。

ウィンドウＣ（ITBC）

-36-



機材の準備

～字幕作成スタジオ iPhone編～

ここでは、講師の音声を情報保障者に伝え
る部分と、情報保障者から送られてくる字幕
データを受け取る手法を説明します。

用いる機材は、iPhoneとBluetoothのマイ

ク（スピーカホン）の２つのみです。

この２つの機材によって以下の通信がなさ
れます。

・ 音声通話

（３Ｇ通信）

・字幕取得用Webブラウザ通信

（３Ｇ通信）

・マイク-iPhone間通信

（Bluetooth通信）

「音声通話」と「マイク-iPhone間通信」は講

師の音声を伝えるための通信です。一方、
「字幕取得用Webブラウザ通信」は文字デー
タをWebブラウザSafariからリクエストし、取
得・表示するために用います。

教室側

①講師用マイク
(Bluetooth

ヘッドセット)

②iPhone
音声
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次に、iPhoneとBluetoothマイクと
の接続について説明します。

iPhone上の「設定」アイコンを押し

て下さい。

次に、「一般」の項を選択します。
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「Bluetooth」を押し、「オン」に変
更します。

次に、iPhoneはBluetooth機器の
検索を開始します。
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次に、Bluetoothマイク（LBT-
HF110C2）の通話ボタンを長押しし

ます。
通話ボタンの受話器マークが点

滅を開始します。

iPhoneがBluetooth機器を発見す
ると、右の写真のような表示に変わ
ります。

Bluetoothマイク（LBT-
HF110C2）が発見されていることが

わかります。
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Bluetooth機器が発見されると、
PINコードという４桁の数字を要求さ

れます。
これはBluetooth機器毎に取扱説

明書に記載されています。
この機種の場合には「0000」とい

うPINコードが設定されています。

このコードを入力すると、
Bluetoothマイク（LBT-HF110C2）

との接続が完了します。

Bluetooth機器が使用可能である
マークが青く点灯します。

-41-



全体の接続手順

まず、教室側、字幕作成スタジオ側で
全ての機材の電源と設定が終了してい
ることを確認して下さい。

これから、システム全体を運用するた
めの手順を説明します。

Bluetoothマイクを、講師に付けてもら
います。

できるだけ講師の口部に近づけて利
用してください。

※ このBluetoothマイクは、通話機能を有します（元々、ハンズフリーのスピーカホンです）。
情報保障開始前に情報保障者との打ち合わせに御利用下さい。
情報保障が開始した後は、情報保障者からの音声送信を「ＯＦＦ」にして、大きな問題が生
じた場合を除いて、講師の講義を邪魔しないようにして下さい。（この手順については後述
します。）

まず、iPhoneから情報保障者側の音声

通話用携帯電話（③）に電話をかけます。
赤枠で示したボタンを押します。

右のような状態に変わり、電話番号を入力
することができるようになります。情報保障
者側の音声通話用携帯電話（③）の番号に
電話をかけます（逆でもかまいません）。

※ 次回からは、通話履歴から、または番
号登録から、電話をかけましょう。

※Bluetoothマイクの「通話ボタン」で、通話
した 新の相手へ再通話が可能です。
講師が誤ってボタンを押してしまった場合、
このボタンを再度押すと、通話を再開（情報
保障を再開）することができます。 -42-



呼び出し中や通話中に「オーディオソー
ス」を選択します。iPhoneには本体に「通常

の通話方法」と「スピーカフォン」という耳や
口元から離して会話できる方法が予め用
意されています。それらやBluetoothマイク

を選択するための機能（ボタン）です。

ボタンを押すと、右の写真のような画面に
なります。接続中のBluetoothマイクが選択
されているかを確認しておきます。

※ 特に操作しない限り、Bluetoothマイク

が選択されています。音声通話が上手くい
かない場合などには、この箇所を優先的に
調べてみましょう。

通話が開始されると右のような画面にな
ります。（「通話終了」ボタンを押さないよう
に注意して下さい。）
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右の写真のボタンを押して下さい。

画面がアイコンの並んだ画面に戻ります。
しかし、上部に「音声通話中」であることを

知らせるバーが表示されています。

※ このバーを押すと、音声通話の画面に
戻ってしまいます。

次に、字幕を表示させるための画面に切
り替えます。

iPhoneのWebブラウザである「Safari」を
起動します（Safariボタンを押す）。
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Safari上で、ITBCで決めたＵＲＬを入力し
ます。
※ ＤＤＮＳサービスで固有の名称を決め
た場合には、そのＵＲＬを入力して下さい。

サービスを利用していない場合には、ＢＢ
ルータに割り当てられたグローバルＩＰアド
レスを入力して下さい。
例． http:// [グローバルＩＰアドレス] /

ＵＲＬが正しく入力され、更にITBC側でID
とパスワードを設定している場合には、右
の写真のように、それらを入力するように
促す画面が表示されます。

右の例の場合では、ID/Pass ⇒ a/a とし

ましたので、それらを順番に入力していま
す。

入力を終えた後、「ログイン」ボタンを押し
ます。

次に、字幕画面が表示されます。

※ 情報保障者が何も入力していないと、
ここにも何も表示されません。

講師にはマイクロホン部に向かって
発話して貰うようにすると、比較的に
音声が明瞭に得られます。
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一方、情報保障者側の音声通話用携帯電
話では、右のような画面となっています。

講師との打ち合わせをした後、情報保障を
開始することとなりますが、その前に、音声通
話用携帯電話のマイクを「OFF」にしておく配
慮を忘れてはいけません。

右のSoftbank 922SHの場合、マイクをOFF
に設定する手順は以下のようになります。

まず、「メール」のボタンを押してメニューを
表示します。

「マイクミュートOn」という項目が現れます。

それを選択すると、マイクのOFFにすること

が出来ます。
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マイクがOFFになっていることを確認して下
さい。携帯電話画面の右上部（右の写真）に
マイクがOFFになっていることを示すアイコン
が表示されています。

マイクを再度、ONにしたい場合には、「メー
ル」のボタンを押し、「マイクミュートOff」を選

択してください。
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字幕の更新は、iPhoneのWebブラウザSafari上で行われます。iPhone側から指定秒数（本マニュ
アルでは２秒）毎に、サーバであるITBCに字幕更新のリクエストが行われ、それに応じてITCBは新
しい字幕データをiPhoneに配信します。

リクエスト開始と同時に左下の写真のような表示となり、受信時に右下の写真のような表示となり
ます。

iPhoneの動作とトラブル対策

赤い枠の箇所と黄色い箇所が、それぞれリクエスト時、そして受信時の表示です。

何らかの理由で字幕データの更新が停止してしまった場合、下の表示のままになってしまいます。
その場合、再読み込み（リロード）ボタンを押して、字幕更新を再開することが出来ます。

※ 字幕更新は、本システムでは基本的に３G通信を利用しますので、この字幕更新が停止した
場合、同じ３G通信を利用しているために、同時に音声通話も停止する可能性があります。この場

合、音声通話と字幕更新の再開の操作が必要になります。

● 字幕更新＆音声通話
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字幕更新を３G通信にせずにローカルネットワーク環境下で表示したい場合があるかも知れま
せん。この場合、BBルータ等でのバーチャルサーバ（ポートフォワーディング）やDDNS設定の手
間が省け、システム構築上の難解さからある程度開放されます（特定の無線LAN環境下での利
用に、利用範囲が限定されてしまいますが）。

この場合、字幕更新を行う３G通信の代わりに、無線LAN（Wi-Fi）を利用することになります。
このiPhoneが利用するWi-Fi通信と、Bluetooth機器が利用する電波の周波数帯が重複してい

るために、互いに干渉を起こし、どちらかが停止することがあります。
この回避策として、次のような手順が挙げられます。
以下の手順はすべてiPhone側での設定です。

① Bluetooth通信をOFFにする。
② 無線LANをONにする。
③ WebブラウザSafariで字幕更新を開始する。
④ Bluetooth通信をONにする。
⑤ Bluetoothマイクの接続設定をする。
⑥ Bluetoothマイクの使用を開始する。

このような手順で、双方の通信を同時に可能とします。

● Bluetoothマイクの通信停止に関して

● Safariの設定に関して

・Safariでは、JavaScriptを「オン」にしておいて下さい。

説明：初期設定では「オン」になっています。
この設定は字幕の更新に影響を及ぼします。
「オフ」の場合、字幕の更新が行えないか、字幕そのものを見ることが
出来なくなります。
表示できないなどの問題が発生した場合には、この設定をまず確認して下さい。

[設定]→[Safari]→[JavaScript]でオン/オフ

・胸元よりも首元に！ 近い方が安全です！

● バックライトの設定に関して（重要！）

● 講師のマイク位置に関して（重要！）

・バックライト等は常に点灯し続けるようにしておいて下さい。
この設定にしておかないと、字幕表示が消えて見えなくなってしまいます。
必ずこの設定にしておいてください。

[設定]→[一般]→[自動ロック]で「しない」を選択

新の情報（2009年９月）の
情報では、iPhoneのＯＳを
バージョン3.1 に上げること

で、この問題が回避できる可
能性が出ています。
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② 電話をかける

（どちらからでもかまいません）

④ URLを教える

① 予め、字幕表示用のウェブサイトにログインするための「ID」と「パスワード」を決めておく。

・情報保障者側で決定し、それを当日連絡する（④の際）
・予め、利用者側が情報保障者側に指定しておき、当日それを利用する。

利用の手順

小学校などで聴覚障がい児童へのサポートを想定し、教員（話者）主導で実施する場合の例

⑤ 必要に応じて、IDや

パスワードも知らせる

⑥ ウェブサイトにアクセスし、ロ
グイン（IDやパスワードを入力）

する。その後、字幕表示を確認
する。

③ Bluetooth機器で音声通話がで
きているか？音量は十分かを情報
保障者とのやり取りで確認する。

⑦ 聴覚に障がいのある児童に、
字幕表示中のiPhoneを渡す。
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グループ通話:
通話中に新たに別の人に電話をかけ、相手を切り替えながら交互に話したり、6人まで同
時に通話できます。
http://mb.softbank.jp/mb/service/3G/call/option/kanto.html
月額使用料200円程度
通話料は発信者の負担
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完全な在宅入力の可能性について

基本コンセプト：

・完全在宅制のため、集合場所を確保する必要がない。

・話者の音声取得のために、『グループ通話』サービスを利用する。

メリット：
・基本的に音声通話用のサービスなので音声の遅延がコミュニケーションに支障が生じない範囲
に保障されている。これは、連携入力のしやすさに関連してくる。
・決まった場所に集まる必要がなくなるために、その部屋の維持費やその旅費が不要になる。
・利用者側での機器設定が比較的簡単であるために、情報保障者などの技術支援を行う者が、
利用者側に赴く必要がない。

デメリット：
・情報保障者は全員、定額制を維持するためにソフトバンクモバイルの携帯を使用、または追加
する必要がある。また、各自でモバイルタイプのデータ通信機器を用意する必要もある。
・字幕データの送受信は仮想プライベートネットワーク（ソフトイーサー㈱ PacketiX VPN Server
など）を利用して実現可能。しかし、サーバ用に継続的に固定のグローバルIPアドレスが必要。ま
たは、IPtalkのSkype機能を利用して文字データの送受信を実現することも可能。
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