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動画配信サービスの字幕対応状況
を調べた理由

僕としては Netflix の日本参入が直接のきっかけ

 DVD/BR で、邦画・アニメに日本語字幕が付いてるのは少ない

 Netflix だと、邦画・アニメに日本語字幕が付いてる！

 画質も良い

 定額見放題としては、価格がリーズナブル

あっという間に、聴覚障害者に評判が広まった。

一方、アマゾン プライムビデオでは、邦画・アニメに日本語字幕が付
いてない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
聴覚障害者にとって、以前から邦画・アニメに日本語字幕が付かないという不満が強かった。この状況を変えたのが Netflix。一方、アマゾン プライムビデオでは、相変わらず日本語字幕が付いていない状況が続いている。今後、字幕対応状況がどうなるのか、調べてみました。



動画販売の売上、レンタルが減少

森田秀一、動画配信ビジネス調査報告書2018、インプレス総合研究所、p.19

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近年の DVD/BR やビデオカセットなどの売上状況、レンタルの売上状況です。減少傾向にあることがわかる。



有料動画配信が伸びている

森田秀一、動画配信ビジネス調査報告書2018、インプレス総合研究所、p.20

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
代わりに、有料の動画配信が大きく伸びてきています。将来ともさらに伸びていくと予想されています。今後は動画配信が重要になっていく事がわかります。



字幕対応してる動画配信は三つだけ

 ズバリ、結論から言うと

1. Netflix

2. NHK オンデマンド

3. バンダイチャンネル

 これ以外の動画配信サービスでは、邦画・アニメに
ついて日本語字幕対応しておらず、対応する予定も
当分無い。

 追記：2018/12/5 より、Hulu も対応開始。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Netflix は相当に画期的なものであることがわかった。説明すると話が長くなるので、NHK とバンダイについて先に説明する。YouTube や ニコニコ動画等は、邦画やアニメを楽しむ目的から外れるので、ここでは扱わない。TED も字幕付で配信されてるが、これは非営利団体 TED Conference が開催している大規模な世界的講演会。動画配信サービスとは目的が異なる。



NHK オンデマンド

 テレビ放送された番組を配信するサービスで、NHK だけはな
い。日本テレビ・テレビ東京・TBS・フジテレビ・テレビ朝
日も配信。

 字幕付で配信しているのは、NHK のみ。

 他の動画配信サービスでも「見逃し配信」としてテレビ番組
を配信しているものがあるが、NHK の番組でも字幕無し。

 字幕付で見るには、直接 NHK の配信サービスを利用する必要
がある。



NHK オンデマンドの検索画面

 字幕を指定して
検索できる。

 7286本中、
3856本が字幕付
過半数を占める。
(2018/11/17 調べ)

https://www.nhk-ondemand.jp/



バンダイチャンネル

 アニメ・特撮作品を専門とする。

 日本語字幕付の作品リストがある。

 3693本中、226本が字幕付 (6%)。
(2018/11/17 調べ)

 字幕付作品で有名なのをあげると…
機動戦士ガンダムシリーズ
超時空要塞マクロスシリーズ
犬夜叉・銀魂・攻殻機動隊・
GANGSTA.・映画 聲の形・らんま1/2

https://www.b-ch.com/ttl/caption_list.php



追記：Ｈｕｌｕ

 2018年12月5日より、Huluでも
「字幕ガイド」として日本語
字幕対応開始。

 121作品を提供。
(2018/12/7 調べ)

 現在は PC のみに対応、他の
機器は順次対応予定。

 字幕はソフトサブ。



Netflix

 アメリカの Netflix が提供し
ている定額制動画配信

 2015年9月から日本でも開始

 190ヶ国以上、1億2500万人
以上が利用

 全部に字幕が付いてるわけで
はないが、邦画・アニメでも
大半が字幕付

 聴覚障害者の間で評判になっ
ており、知名度上昇中

 わかりやすく、使いやすい

https://www.netflix.com/

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
いよいよ真打ちのNetflix。



必要な知識
ハードサブとソフトサブ

本題に入る前に、知っておきたい字幕の知識

 ハードサブ
映像に直接焼き込んだ字幕で、消せない。
昔はこのタイプがほとんどだった。

 ソフトサブ
映像と字幕が分かれており、重ねて表示
字幕の ON/OFF 可能、言語の切替可能
テレビの字幕放送、DVD/BR、YouTube などがこのタイプ。

Netflix、NHK オンデマンド、バンダイチャンネル いずれもソフト
サブです。

他の動画配信は、ほとんどがハードサブ。字幕版・吹替版 別々に
作成しています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本題に入る前に、字幕について必要な知識を説明する。この後何度も使うので、ここで覚えてほしい。



Netflix 日本語字幕の機能

 Netflix の日本語字幕は高品質

 日本の市場調査、日本語の専門家アドバイスをまとめた結果、次
の機能を必須としてサポート

1. ルビ

2. 傍点 言葉を強調するため

3. 縦字幕 字幕の縦書き

4. 縦中横 縦書きの中で、短い数字・アルファベットは横書き

5. 斜体 ナレーション、画面外からのセリフ、強調字幕に使用

 W3C字幕規格 Timed Text Markup Language 2 (TTML2) を採用

 XML テキストで字幕を記述

Netflix における日本語字幕の導入
https://medium.com/netflix-techblog

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
WWW の技術を使っています。



DVD との字幕比較

 映画「亡国のイージス」で、DVD と Netflix の字幕を
比較してみました。

亡国のイージス[DVD]、ジェネオン エンタテインメント



誰の発言かわかりやすい
実際の読み方もわかる

DVD

Netflix

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「ひとろくさんまる」は自衛隊での時刻の言い方。聞き間違いをなくすため。こちらの方が正しいセリフ。



実際のセリフに近い
感嘆詞や息切れの声まで再現

DVD

Netflix



縦字幕で状況を説明

DVD

Netflix

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
F-2 戦闘機です。



音声・字幕の設定画面

 音声で、元の言語と日本語を
選べる

 字幕で元の国の字幕と日本語
を選択できる。他の言語も選
択可能な事が多い。

 外国語の勉強のために使いた
いという人も多く、この点で
も Netflix は使いやすい。

 他の動画配信は指定できない。
例) 日本語音声・英語字幕の組
み合わせができない。字幕版
はたいてい英語音声・日本語
字幕。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
映画「プライベート・ライアン」での例です。元はアメリカ映画なので、音声も字幕も元は英語でした。これに日本語だけでなく、中国語、ポルトガル語までサポート。英語の副音声は、盲人のための音声解説です。バリアフリーがされています。英語を勉強する時、例えば、音声・字幕とも英語で見たいと思ったら、他の動画配信では英語の字幕が出ません。吹替版は日本語の音声だけ、字幕版は英語の音声と日本語字幕だけ。音声・字幕の自由な組み合わせができません。



言語の設定も変更可能

 「プロフィールの編集」で、表示
する言語を変更できます。

 22言語をサポート
インドネシア語・デンマーク語・
ドイツ語・英語・スペイン語・フ
ランス語・イタリア語・オランダ
語・ノルウェー語・ポーランド
語・ポルトガル語・ルーマニア
語・フィンランド語(スオミ語)・
スウェーデン語・トルコ語・ギリ
シア語・ヘブライ語・アラビア
語・タイ語・中国語・日本語・韓
国語

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このため、外国に行ったときでも、日本語で Netflix を利用することができます。日本に来られた外国人でも、不自由なく利用できますね。世界中で同じ使い方ができるのです。これも、他の動画配信ではできない事です。実はカナダの Netflix は英語・フランス語が選択可能になってます。カナダではフランス語も公用語になってるからです。国によって使える言語が変わる。Hulu はアメリカでは、と思うでしょうが、実は日本の Hulu とアメリカの Hulu は別物です。日本のは日本テレビグループが経営。



Netflix のビジネスモデル

 字幕に力を入れると、他の動画配信と比べてビジネ
ス上不利になるのでは、と心配になるかもだが…

 実は、このやり方だからこそコストパフォーマンス
が良く、世界に展開できるという有利なビジネスモ
デルになっている。

 Netflix では、映像と字幕、音声が分離されており、
言語毎に組み合わせ可能。ここがミソ。



一作品あたりのリソースを国内限定
で考えると…

国内のほとんどの動画配信 Netflix

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本国内の動画配信では、邦画やアニメでは字幕無しの単一動画になります。外国映画などで字幕をつける場合でも、字幕版と吹替版の二つの動画を作成します。実際には、字幕版が用意されるのは外国映画だけ。邦画・アニメは字幕版がないことが多く、映像は一本だけになります。Netflix では、動画は一つだけ。字幕データと音声データは分離して配信しています。リクエストに応じて、求められた言語のデータを配信。邦画・アニメだけで考えると、Netflix は字幕・音声がある分コストがかかり、不利になりますが……



全世界規模で考えると！

国内のほとんどの動画配信 Netflix

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
全世界を対象に動画配信する場合、言語毎に字幕版・吹替版両方作る必要があります。世界に展開するとなると、このやり方では膨大な映像を用意する必要がある。ところが、Netflix だと映像は一つだけですむ。言語に応じて字幕データ・音声データを用意すれば良い。音声と字幕は、映像と比べるとデータ量が小さい。



Netflix の方がコストパフォーマ
ンスが良いシステム

 全世界に展開する場合でも、Netflix は言語毎に映像を作る必要は
無く、一作品あたり一本の映像を用意するだけで良い。

 音声や字幕は、映像に比べるとデータ量は小さい。

 ハードサブで字幕を埋め込むやり方だと、言語毎に字幕版・吹替
版の映像を作成する必要がある。

 データ量がでかくなる！

 制作費、設備費の増大につながる

 国内限定だと差は出ないが、世界規模だと圧倒的な差になる。

 ほとんどの国内企業にはそこまでの開発力が無いため、世界進出
は不可能。

 実は小国だと利用者も少ないので、吹替版を作る余裕がなく字幕
版だけですますことが多い。

 Netflix なら、小国にも対応可能

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これで、Netflix がいかに画期的なものであるかが理解できると思う。全世界規模のサービスだからできる、逆転の発想。バリアフリーになってるだけではなく、ビジネス上でも利点の多いシステムになっている。実は、こういうビジネスモデルだと説明した本がない。僕が気づいたもの。業界の大多数も気づいていないのでは。



Netflix は動画配信界の Google

Google

 世界規模のプラットフォー
マー

 世界に展開することによりコ
ストダウン

 独自の検索評価アルゴリズム
を開発

 検索エンジンを中心にして事
業展開

 技術開発に力を入れている

Netflix

 世界規模のプラットフォー
マー

 世界に展開することによりコ
ストダウン

 独自の動画配信システムを開
発

 動画配信サービスを中心にし
て事業展開

 技術開発に力を入れている

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
どちらも、時代を画するイノベーターでもあります。ビジネスモデルもよく似ている。



一番近い立ち位置にあるのは
Amazon プライムビデオだが…

 Amazon もまた世界規模のプラットフォーマー。

 だが、Amazon の動画配信は字幕版・吹替版を用意するという旧
式なもの。

 本業は通信販売であり、動画配信は副業。

 動画配信にどこまで本腰を入れられるか？

 日本国内の動画配信サービスでは、対抗できる所はおそらく無い。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Netflix に対抗するなら、Amazon も動画配信システムを全面的に更新する必要がある。そこまでの決断ができるかどうか。Google に対する Yahoo! のように、別の方法で差別化、独自の客をつかむ事になるか。



Netflix の弱点

 Netflix とて万能ではない、弱点もある。

 まだ作品数が少ない。
有名どころでは、ディズニーやスタジオジブリ等の
作品が入っていない。

 検索機能が弱い。
字幕を指定しての検索はできるが、ジャンルと字幕
を組み合わせての検索はできない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今は、字幕と音声を用意できる作品に絞っているのだろう。人を呼べる作品を優先しているようだ。作品数については、今後の充実を期待する。



スタジオジブリ作品は動画配信
されていない

 実はスタジオジブリ作品は Netflix だけでなく、他の動画配信
サービスでも配信されていない。

 日本テレビが独占放映権をにぎっており、テレビで定期的に放
映している。映画制作費等の不足分を立て替えてもらったとい
う恩義があるという。

 宮崎駿監督は、アニメ映画は映画館で見るべきものという考え
方で、DVD すら抵抗があったようだ。

 動画配信に載るなら、日本テレビ系列の Hulu になると見られて
いるが…

 全世界に展開している Netflix にこそ、配信してほしい。スタジ
オジブリの世界的な人気を考えると、お互いに益が多いはず。

http://pirates-osaka.com/?p=4751

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本当は、日本テレビで流しているのは宮崎監督の考え方に反しているのだが。DVD の売れ行きが減少、動画配信が伸びているという現実から、動画配信に載るのは時間の問題と思う。スタジオジブリの DVD での字幕は、多国語対応になっています。例えば「千と千尋の神隠し」では、韓国語字幕／日本語字幕／北京語字幕／ドイツ語字幕／フランス語字幕／広東語字幕／英語字幕。こんな風に多国語対応できる動画配信は Netflix だけ。



「字幕がジャマだ」と言い張る人達

 Yahoo! 知恵袋に出された
質問です。

 こういう人達が字幕普及の
妨害になっている。

 ホテルのテレビがわざと
字幕を出せないようにさ
れている。

 映画館の字幕がなかなか
普及しない。

 外国映画では字幕派・吹替
派の論争が以前からある。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11197143986

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なぜこんな人達がいるのか？理由を解き明かします。



全国読解力調査

 ごく基本的な読解力の調査をおこなった。

 小学校・中学校・高校、一部上場企業な
ど 2万人。

 国語の読解力テストではない。
AI 研究者が自然言語処理の研究に基づい
て作られたもの。

 背後には、AI が人間の仕事を奪うという
危機感がある。

 将来は AI ではできないスキルを磨く教育
が必要。→ それには読解力が必須。

 3人に1人が、簡単な文章が読めない。

新井紀子、AI vs. 教科書が読めない子どもたち、東洋経済新報社

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
AI とは、人工知能のことです。AI に仕事を奪われるという事は、人間の仕事がなくなる事、失業につながる。「AI ではできない代わりの仕事をやればいい」という楽観論があるが、この著者はそう考えていない。AI ではできない仕事ができる人間がどれくらいいるのだろうか。雇用と人材のミスマッチが出る。いろいろと興味深い結果が出ています。教育問題・労働問題の関係者は読んだ方が良い。実は本人は、「自分は文章が読めている」と思っています。ここは動画配信サービスがテーマなので、深入りはしません。関係のある部分を抜き出します。次に例題を示します。MARCH … 明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学　東京の私立大学



読解力調査の例題

【例題】

次の文を読みなさい。

Alex は男性にも女性にも使われる名前で、女性の名
Alexandra の愛称であるが、男性の名 Alexander の
愛称でもある。

この文脈において、以下の空欄にあてはまる最も適当
なものを選択肢のうちから１つ選びなさい。

Alexandra の愛称は（ ）である。

①Alex ②Alexander ③男性 ④女性

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、正解は？



例題の解答

 正解は ①Alex

 AI の東ロボくん（大学試験問題を解くロボット）も正解した。

 が、意外にも人間の方が正解率が低かった。

 おそらく「愛称」が読めていない。
よくわからない単語はすっとばして読んでしまう。

 「愛称」の意味がわからなくても、文脈で読み解ける問題。
が、基本的な読解力がないので正解を引き出せない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは 2/3 が正解できている、と考えてはいけない。できない人が 1/3 いる事の方が問題。



アメリカの調査
― 読字障害(ディスクレシア)

 アメリカでも類似の調査はある。
そこでは読字障害として扱われ
ている。

 おそらく、日本の読解力調査と
同じものを見ている。

 比率は調査によって数値は変わ
るが、低くて 5%、高くて 17%。
※ Wikipedia「ディスクレシア」より

 文章が読めないわけではない。
しかし読むのに困難を感じる。

 音声化のサポートが有効。

https://www.npo-edge.jp/educate/

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
読字障害者は案外たくさんいます。自分では読字障害だと気づいてない人が多いそうです。日本では読字障害の調査はあまり進んでいないとのこと。全国読解力調査の本では、「アメリカの調査では読み障害は 15～20% ぐらい」と紹介されている。



読字障害・聴覚情報処理障害

 文章を読むのが苦手な人がいる。
こういう人は、字幕が苦痛になるらしい。
字幕よりも音声を好む。

 逆に、人の話を聞くのが苦手な人もいる。
「聴覚情報処理障害」
聴力欠損はないのに、人の話の内容が聞き分けられない障害。
こちらは、字幕があった方がわかりやすいと言う。

 どちらも自力では解決できない障害者。
ならば、他方を排除するのではなく、両立する道を探るべき
ではないか。

 映画館とは違い、動画配信なら自宅で好きな方を選べば良い。
そういう意味でも、字幕・音声 両方ともサポートするべき。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
聴覚情報処理障害はあまり知られていませんが、こちらも案外たくさんいるようです。耳鼻科の医者でも聴覚情報処理障害を知らない人は多い。Yahoo! 知恵袋では FAQ になっています。
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 調査のために購入。

 業界の動向、各動画配信サービスの説明はあるが……

 動画配信の技術的動向の話は皆無。

 Netflix のビジネスモデルの説明は皆無。

 障害者のための字幕、音声解説の話も皆無。

 外国語学習に使いたい人など、ユーザー動向の分析もなし。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自分は Kindle 版を購入、91800円。この業界の意識がどうなっているかを知る点で意味のある出費ではあるが、学ぶ所のあまりない報告書。この本では、利用者のニーズはわからない。
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