
字幕制作仕様書 

 

１．目    的 

 

 本仕様書は、放送大学学園（以下「本学園」という。）が行うテレビジョン放送における補

完放送（字幕放送）のための字幕制作業務（以下「字幕制作」という。）についての仕様を定

めるものである。  

        

２．請負範囲 

 

 請負者は、本仕様書及び関連規格等に定める規定に準拠して字幕制作を行い、その内容は次

のとおりとする。 

 （１） 素材映像の音声情報（以下「字幕内容」という。）の要約 

  （２） （１）の文字データ（以下「字幕データ」という。）の入力 

  （３）  映像画面とのタイミングの調整 

  （４）  試写・修正 

  （５）  字幕番組送出用データ等の納入 

 

３．準拠規格 

 

  字幕制作の実施にあたっては、本仕様書による他、日本民間放送連盟規格（ＮＡＢ）による

ものとする。なお、ＪＩＳ第二水準文字については文字コード及び表示パターンが入力されて

いることとする。 

 

４．字幕制作の実施要領 

 

（１）字幕制作に必要な素材の授受 

   請負者は、本学園から次の素材を受け取る。 

① タイムコード入り ＤＶＤ  

 ② 放送台本 

 ③ 印刷教材（特に必要がある場合。特別講義を除く。） 

（２）字幕内容の要約及び入力 

  請負者は、本学園から受け取った素材を用いて、字幕内容を要約し、字幕データを入力す

る。 

（３）タイミングの調整 

  上記（２）の入力の際、当該字幕データを字幕として表示した画面と、素材映像の画面が

正しく同期するよう、字幕を表示する時間を指定し、時間情報を入力する。 

 



 

（４）試写・修正 

   出来上がった字幕データを試写制作装置により、本放送と同様に映像画面に試写しなが

ら、文字の間違い、字幕の表現、字幕の位置、画面と字幕の一致、読み取れる秒数の設定時

間等を確認・修正する。 

（５）字幕番組送出用データ等の納入 

① （４）が終了した際は、順次、字幕番組送出用データ（ＮＡＢ素材）及び字幕テキスト

ファイル（字幕、時間情報、ページが入ったもの）をメールに添付して本学園に送付する。 

② 納入の確認は、メール添付ファイルの確認により行う。 

（６）出演担当講師による字幕データの確認及び再納入 

  ① 本学園は、（５）①で納入された字幕テキストファイルを出演担当講師に送付し、字幕

データの内容確認を行う。 

  ② その結果、字幕データの修整が必要となった場合は、本学園は当該字幕データの修整を

指示し、請負者は速やかに修整を行い、（５）に準じて字幕番組送出用データ及び字幕テ

キストファイルの再納入を行う。 

（７）タイムコード入り ＤＶＤ等の返却 

   字幕制作に使用したタイムコード入りＤＶＤ等は、字幕制作完了後、本学園へ返却する。 

（８）再修正 

   本学園に納入された字幕番組送出用データについて、修正の必要が発生した時は、請負者

は本件の契約期間にかかわらず、当該データを用いた字幕放送の行われている間、本学園か

らの求めに応じ、無償で速やかに修正を行う。 

（９）その他 

   素材ＤＶＤ等の授受方法、字幕番組送出用データ等の納入・再修正方法等の詳細について、

別途協議するものとする。 

   また、字幕の表記や要約方法等に関する注意事項に関しては、本学園が別途指示する。 

                                                                                          

５．著作権の処理 

 

（１）字幕制作に関する著作権の処理は、本学園が行う。 

（２）請負者が字幕制作を完成した結果生じた一切の権利（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定

する権利を含む。）は、本学園に帰属する。 

      また、本学園によるこれらの権利の行使（編集、削除する場合を含む。）について請負者

は異議を申し立てない。 

      請負者は、この権利の帰属等につき問題の生じないよう要約等の作成にあたって、請負者

の責任で処理を行う。   

                                                        

６．発注 

 



   本学園は、字幕制作発注票に必要事項を記入し、タイムコード入りＤＶＤ及び放送台本等

とともに請負者に交付し、発注する。 

 

７．その他 

 

   本仕様書について疑義が生じた場合は、双方協議のうえ解決するものとする。 

 

８．制作予定本数 

 

 平成２６年度における字幕制作予定本数は、次のとおりである。   

（１）授業番組（４５分番組）    １５５本 

（２）特別講義（４５分番組）    ４本 

   

９．納入期限 

 

番組名等の詳細は、別紙「平成２６年度字幕制作対象番組一覧（外注分）」のとおりとし、

各番組における納入期限は次のとおりとする。 

 

（１）平成２６年度字幕制作対象番組一覧の授業番組の No.1 から No.5 までの６５本及び特別講

義の No.1 から No.4 までの４本については、平成２６年７月２５日までに納入（第一納入）

し、修整の指示があったものについては平成２６年８月２９日までに再納入（第二納入）す

るものとする。 

（２）平成２６年度字幕制作対象番組一覧の授業番組の No.6 から No.11 までの９０本について

は、平成２７年１月３０日までに納入（第一納入）し、修整の指示があったものについては

平成２７年２月２７日までに再納入（第二納入）するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

平成２６年度字幕制作対象番組一覧（外注分） 

授業番組 

No. 授  業  番  組  名 回数 

(本数)

第一

納入

第二

納入

字幕放送開始時期 

１ 認知行動療法（'14） １５ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

２ 日常生活のデジタルメディア

（'14） 

１５ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

３ 地域福祉の展開（'14） ５ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

４ 家族心理学特論（'14） １５ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

５ 太陽系の科学（'14） １５ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

６ 情報のセキュリティと倫理（'14） １５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

７ 初歩からの生物学（'14） １５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

８ 文化人類学（'14） １５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

９ 情報社会のユニバーサルデザイ

ン（'14） 

１５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

１０ ソフトウェアのしくみ（'14） １５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

１１ 社会と銀行（'14） １５ 1/30 2/27 平成 27 年度第 1 学期

 

 

 

特別講義 

No. 
特  別  講  義  名 回数  

(本数）

第一

納入

第二

納入
字幕放送開始時期 

１ 公共人類学─人類学の社会貢献 １ 7/25 8/29 平成 26 年度第 2 学期

２ 

伝承芸能の魅力 

－薩摩川内市の東郷文弥節人形

浄瑠璃－ 

１

7/25 8/29

平成 26 年度第 2 学期

３ 
脳波で動く 1/f ゆらぎ癒しロボ

ット 
１

7/25 8/29
平成 26 年度第 2 学期

４ 

遷移金属触媒の魔法の力 

～サステイナブルな２１世紀へ

の鍵～ 

１

7/25 8/29

平成 26 年度第 2 学期

 

 


