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はじめに
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チームワークを高める

活躍の場を広げる

聴覚障がい者のいる部門で

目指す姿

Pekoeは株式会社リコーのアクセラレータープログラム「TRIBUS2020」で採択された
聴覚障がい者向けコミュニケーションサービスです。

Pekoeでは音声認識ツールの提供だけでなく、職場のみなさんに聴覚障がいを
ご理解いただき協力し合う風土を醸成するお手伝いをいたします。



Pekoe(ペコ)誕生の軌跡
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2016
Interactive White Board

を活用した会議ソリューション
として開発開始

手話通訳などの手配をし
ている社員が、聴覚障が
い者のために活用するこ
とを提案

2019
社内の聴覚障がい者へ
ヒアリングと提供開始

2020

社内利用ユーザー
100名を超える

リコー 新規事業PG
TRIBUSにて採択

2021.9
社外トライアル開始
約40社で利用

2022.8
テスト販売開始
プレスリリース

AERA４月25日号に掲
載

Pekoe（ペコ）＝みんなの声 【 People ＋ 声(koe) という造語】



Pekoeで解決できること

ツールはま
だ誤変換が
多い

環境整備をして離職防止
につなげたい
定着して働いて欲しい

人事担当

議事録を渡すだけの最
低限の情報共有になっ
ている

上司

音声認識ツールは誤
変換が多く意味がよ
くわからない

後から議事録だけ
渡されても何が話
されていたのかわ
からない

いつも同じ人に助
けてもらって申し訳
ない

聴覚障がい者

聴覚障がい者

聴覚障がい者

人事担当、上司の声 現場の声

聴覚障がいのある部下
にオンライン会議に参
加してほしい

上司

一緒に働くメンバーで協力できるよう
効果的な活用方法・協力しやすくなる風土の醸成もお手伝いします



解決！
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「簡単起動で遠隔会議の音声をリアルタイムに文字化できる」

「資料と音声認識した文字を同じ画面で表示できる」

「変換結果の修正や双方向のコミュニケーションができる」

自分の声だけでなく遠隔会議に参加している人の声も文字表記できます。
話の内容がリアルタイムにわかるので会議に参加できるようになります。

説明者が資料とPekoeを同時に画面共有したり、会議参加者がPekoeを
任意の場所に画面表示することができます。

音声認識された文字をその場で修正できます。
チャットで発言することもでき、双方向のコミュニケーションが実現できます。

「会議録としてみんなで活用できる」
会議録ソリューションから誕生したPekoeは会議録としての機能も充実しています。
聞こえない方だけでなく、みんなが助かるツールです。

POINT
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POINT
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POINT
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POINT
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「聴覚障がいの方の職場への活用・定着支援サービス」
Pekoeの活用には一緒に働くメンバーの皆さんのご理解とご協力が大切です。
Pekoeでは活用・定着支援のセミナーを一緒にご提供します。



会社の中での聴覚障がい者の困りごと
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2. 日常業務での打ち合わせ

自社作成の研修動画など

で字幕がないものは理解

できない。

全社イベントは手話通訳や要

約筆記をつけてもらわないと

内容がわからない。みんなと

同時に参加できない。

後から議事録をもらうだけで

何を話しているのかわからな

い。議論に参加できない。

3. 社内研修動画1. 方針説明会や全社イベント



Pekoeの活用シーン
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字幕のない研修動画でも

文字化して学習できる

Pekoeを使ってイベントをリア

ルタイムに配信

誤認識は事務局側で修正

会議の発話内容がすべてリ

アルタイムに文字化される

ため議論に参加できる

リコーの創立記念日(Foundation Day 2022)での様子

2. 日常業務での打ち合わせ 3. 社内研修動画1. 方針説明会や全社イベント



オンライン会議で相手音声を文字化、資料と一緒に表示
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● Pekoeはマイクの音声だけでなく、遠隔会議の相手の音声などパソコンに入ってきた音声を

文字化することができます。話の内容がリアルタイムにわかるので会議に参加できるように

なります。

● Pekoeは会議ツールを選びません。資料と一緒に画面表示できます。

最前面に
表示でき
好きな位置に
移動できる



参加者による修正、双方向コミュニケーション
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Web会議アプリと一緒にPekoeアプリを起
動

健聴のメンバー

ブラウザで参加して修正

聴覚障がいを持
つメンバー

Windows PC上で動作

Web会議アプリと一緒にブラウザを起動

発話内容やコメントに対す
るリアクション

＋
＋

会話の内容がリアルタイムに
わかるので議論に参加できる

双方向コミュニケーションで
チーム力の向上につながる

Pekoeを起動した人が会議のURLを会議の参加者に送ることで、誰でも気軽にブラウザで修正

することができ、文字やアイコンで双方向コミュニケーションに参加できます。
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Pekoeの機能紹介



簡単起動でみんなで修正
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会議のURLを取得
参加者はブラウザでURL

を開き表示・修正

Pekoeを起動
参加者のブラウザ
（Google Chrome）

メールやチャット
で送信

Pekoeを起動するとWeb上に会議ルームができます。
URLを送ることでアプリをインストールせずに
誰でも気軽にブラウザから修正に参加できます。



双方向コミュニケーション ― チャット入力機能
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チャット表示

チャット入力欄

発話が苦手な方も気軽にChatメッセージを入力して発言できます。

ブラウザからも
チャット入力できます



双方向コミュニケーション ― リアクション機能
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発話に対する
リアクションができる

リアクションボタン

発言枠ごとに「いいね！」などのリアクションをつけることができます。

「修正してくれてありがとう！」や「その発言に賛成！」の意味で

みなさんでお使いいただくことで、双方向コミュニケーションが活発化します。

ブラウザからも
リアクションできます



ブックマーク・分かりません機能
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ブックマーク機能

ブックマーク表示欄

分かりません機能

分かりません表示欄

大切な発言をブックマークしておいたり、意味が分からなかった発言をマークすることがで

きます。ブックマーク表示欄、分かりません表示欄に発言がリスト化され、クリックするこ

とですぐにその発言にジャンプできます。

ブラウザからも
操作できます



単語の辞書登録
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辞書は複数を用意しておき、アップロードすることで切り替えることができます。

音声認識しにくい単語を辞書登録することができます。

テンプレートを
ダウンロードして

編集したら
アップロード

社内用語や個人名などを登録しておくと
修正の手間を減らすことができます。



字幕モード
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「字幕モード」

一人で動画を見る時などには字幕モードが便利です。
透過画面になっていますので動画に重ねたり、
大きさを変えて好きな位置に配置することができます。



会議録としてみんなで活用
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記録した会議ログを一覧で見ることができます。チームのメンバーが記録した会議も
一覧に表示できます。みんなに見てもらいたい会議を表示しておくと便利です。

「共有範囲」をクリック
して設定を変更できます

チームの会議

※初期値は「チームの会議一覧」には表示しないようになっています

あなたが記録した会議



会議録としてみんなで活用
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共有リンクの
コピー

画面キャプチャと
会話がセットで閲覧

テキスト・音声のダウンロード

気になるところだけ倍速再生

ブックマーク

Pekoeは会議録としてもお使いいただけます。テキストと一緒に
画面が30秒ごとに記録され、テキストや音声のダウンロードもできます。
会議を欠席された方へ共有リンクを送り、ご確認いただくのにも便利です。
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Pekoeの活用シーン



Pekoeの利用シーン（オンライン会議）
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主催者
アプリ起動

みんなの発言が見
える

文字で発言できる

会議参加者
Webブラウザ

会議参加者
Webブラウザ

聴覚障がい者
Webブラウザ

正しく認識しなかった
ので言い直します。

コミュニケーションを活性化して
協力しあえる社会へ

誤認識がある。
正しく伝えるため
に修正します。

ここは大事。
ブックマーク機能
で伝えよう。



Pekoeの利用シーン（面談や1on1）
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面談者
アプリ側の画面を共有

マスク参加者
Webブラウザ

聴覚障がい者
アプリ起動

Pekoeの利用シーン（マスク利用時の会議）

聴覚障がい者
アプリ起動

文字で確認できるので誤
解しなくて安心です。

音声認識結果が見えるので
私の発言が正しく伝わって
いるか確認できます。

口の動きが必要なのは
わかるけど、このコロナ禍
でマスク外せないし。

マスクで口の動きが見え
なくても文字があるので
理解できます。



Pekoeの利用シーン（オンラインセミナー）
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聴覚障がい者
アプリ起動

Pekoeは前面に表示され、講師
や資料と1画面に一緒に見るこ
とができ、講師や資料と被らな
い位置に置けます。

Pekoeの利用シーン（日常的に筆談の代わりに）

仕事順調ですか？
困ったことはないですか？

Pekoeはすぐ起動できる
ので普段もPekoeを使っ
て会話しています。
返事はチャットに書いて
ます。

スピーカーフォン



Pekoeの利用シーン（社内イベント）
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２月６日 リコーグループ創立記念イベントでPekoeを使用しました。

修正協力者は掲示板で募集しました。
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Pekoeのセミナーについて



定着支援サービス・セミナー
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現場経験豊かなリコー社員がセミナー講師をいたします

講師：宮原 輝江（株式会社リコー）

プロフィール：
手話通訳士
旧リコーヒューマンクリエイツにおいて手話啓蒙研修など
聴覚障がいに関する研修を数多く実施
お客様に東京ドーム様、大日本印刷様、文京女子大様などがある

講師：小野 敦子（株式会社リコー）

プロフィール：
約20年前からパソコン要約筆記で聴覚障がい者支援を行う
社内外で聴覚障がいの理解と要約筆記の指導を実施
横浜国立大学ボランティアサークルなど
また、部下に聴覚障がい者３名、視覚障がい者１名がおり
活躍促進を行ってきた

講師紹介



セミナーカリキュラム
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・様々なコミュニケーション方法

・情報保障の種類と方法

・体験してみましょう

・Pekoeの機能紹介

・Pekoe活用のポイント

・社内実践事例のご紹介

・考えてみましょう

第１回

聴覚障がいについ
ての理解と
困りごとについて

・聴覚障がいについての基礎知識

・聴覚障がいの多様性

・聴覚障がい者の困りごと

・考えてみましょう

・シーン別の配慮の例

体験型プログラム ー 聴くだけでなく体験や実践を通して気付きを得るセミナー

※各回１時間予定

第２回 第３回

様々なコミュニ
ケーション方法と
伝えるコツ

Pekoeと
社内での困りごと
解決事例のご紹介



お申込み方法
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こちらのご案内ページからお申込みください。

https://www.pekoe.ricoh/

※オンライン説明会随時受付中

✓ オンライン会議に参加する聴覚障がい者の方

✓ 会社で使いやすい音声認識ツールをお探しの方

✓ 聴覚障がい者のいる企業の人事担当者や上司の方

✓ 合理的配慮と聞くけれど何をしたらよいかわからない方

✓ 聴覚障がい者だけでなくみんなが使えるツールをお探しの方

✓ もっとチームのコミュニケーションを活発にしたい方

こんな方は是非お申込みください！



コミュニケーションを活性化して
協力しあえる社会へ


