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技研の研究開発成果が表彰されました
第8回 でんきの礎を受賞
1984年にNHKが開始した世界で初めての直接衛星
放送サービスと、そのための長年にわたる技研の研究開
Topics
発の功績が、（一社）電気学会による電気技術顕彰
「第
8回 でんきの礎」を受賞しました。「でんきの礎」は、
「社
会生活に大きく貢献した電気技術」の功績を称えるため、
技術史的価値、社会的価値、あるいは学術的・教育的
価値のいずれかを有する約25年以上経過した電気技術
の業績を顕彰するものです。
一般の家庭で直接受信できる衛星放送の研究開発が、山間
部や離島などを含む全国の世帯でテレビ放送の受信を可能と
し、現在でも1800万世帯以上で受信されているBSデジタル
放送の基礎となったことが評価されました。
第60回 前島密賞を受賞
技研の菅原正幸副所長、テレビ方式研究部の西田幸博
上級研究員、正岡顕一郎主任研究員は、「超高精細度テ
レビジョン用広色域表色系の開発・標準化」 の顕著な業
績によって映像表現の可能性を拡大し、放送技術の進歩
発達に貢献したとして、第60回前島密賞を受賞しました。
前島密賞は、通信事業の創始者である前島密氏の功績を
記念し、情報通信や放送の進歩発展に著しい功績のあった
人に（公財）通信文化協会から贈呈される賞です。
広色域表色系*1は、実在する物体の色を忠実に表現する
ことを目的に、できるだけ広い範囲の色（広色域）を再現
する仕組みです。技研が広色域表色系の研究開発を進める
とともに、ITU-R*2での国際標準化に積極的に取り組んで
きたことが評価されました。

（一社）電気学会 生駒会長（左） 技研 黒田所長（右）

菅原副所長（左）、正岡主任研究員（中）、西田上級研究員（右）

*1 表色系： 色を定量的に表現する体系
*2 ITU-R： 国際電気通信連合の無線部門で、放送を含む無線技術の標準化機関

技研公開2015 「究極のテレビへ、カウントダウン！」
今年の技研公開のテーマは、「究極のテレビへ、カウントダウン！」。目前に控えている2016年の試験放送へ向け
て万全の準備が整った8Kスーパーハイビジョンをはじめ、インターネットを活用した新たな放送技術など、約30項
目の研究成果を展示します。5月28日から5月31日までの4日間、開催します。ぜひお越しください。
詳細は技研のホームページ（http://www.nhk.or.jp/strl/）で順次公開していきます。
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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技研エントランスをリニューアル
技研では、平日9時30分から18時*1まで1階エントランスを広く皆様に開放し、研究開発成果の一部を見学コー
ナー「技研ラボ」で展示しています。このたび、技研のエントランスをリニューアルし、
「技研ラボ」の展示内容
を充実させました。
Topics
「技研ラボ」では、人にやさしい放送の研究を紹介する展示をはじめ、高い臨場感を実現する8Kスーパーハイビ
ジョンを大画面で体感できる140型リアプロジェクションシステム*2などの映像技術や、音声技術の研究成果を紹
介しています。世田谷区の近隣の方々が作品を紹介する展示スペース「技研ギャラリー」もリニューアルし、青を
基調とした明るい展示スペースになりました。また、過去のNHKの放送番組を視聴できるNHK番組公開ライブラ
リーの視聴コーナーもあります。お近くにお越しの際は、どうぞお立ち寄りください。
*1 月曜日〜金曜日は9:30 〜 18:00、土日、祝日、年末年始は休み
*2 リアプロジェクションシステム： スクリーンの背面からプロジェクターで映像を投射するシステム

見学コーナー「技研ラボ」

技研コンサート「EPO

140 型 8K リアプロジェクションシステム

ヴォイス・サラウンド・ライブ」を開催

2月22日に、技研講堂でコンサート「EPO ヴォ
イス・サラウンド・ライブ」を開催しました。表現力
豊かなボーカルで定評のある実力派シンガー・ソング
ライターのEPOさんを招いて、過去のヒットソング
Topics
や最新の曲をピアノの弾き語りで演奏していただきま
した。演奏の最後に、技研で研究開発を進めている
22.2マルチチャンネル（22.2ch）音響システムによ
る実験的なライブも実施。楽曲「M」でレコーディン
グされたボーカルや演奏の各トラックを技研のスタジ
オで22.2chにミキシングし、この音響をバックにし
てEPOさんに歌っていただきました。幻想的な音空
間を体験された来場の皆様からは、EPOさんの歌声
技研コンサートの様子
と音響の素晴らしさに称賛の言葉をいただきました。
ライブ終了後に音楽関係者やコンテンツ制作者などの
専門家を招いて、この実験ライブに関するセミナーを開催し、22.2ch音響の可能性について議論を交わしました。
今後も技研の研究を身近に感じていただけるイベントを開催していきます。
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番組興味内容推定のための顔表情認識技術
ハイブリッド放送システム研究部

奥田 誠

テレビ視聴者が番組内で興味をもった内容が分かれば、個人の好みに合った
番組を推薦したり、その内容に関連した情報を提供するなど、テレビを起点と
したさまざまな情報配信サービスを行うことができます。そこで、技研では視
聴者の顔の向きや表情などの視聴状況と、番組に付随する字幕などのデータを
分析して、視聴者が興味を持った内容を推定するシステムの開発を進めていま
す。今回は、その中の顔表情認識技術に焦点を当ててご紹介します。
人間の顔の表情は、大きく分類すると ｢怒り｣、｢嫌悪｣、｢恐れ｣、｢幸福｣、｢悲
しみ｣、｢驚き｣ の6種類あるとされています。テレビ視聴者を撮影したカメラ映
像を画像処理し、顔表情の種類とその強度（表情変化の大きさ）を推定する顔
表情認識技術を開発しました（図1）
。
顔表情認識では、まず、顔画像の目や口やしわの状態などの画像特徴量をベ
クトルとして数値化します。顔表情を推定するためには、さまざまな表情をし
図 1：顔表情認識システム
た大量の顔画像をあらかじめコンピューターに学習させます。この大量の顔画
像を用いて、数値化した顔画像の表情の種類と強度を推定します（図2）
。たく
さんの顔画像を学習しておくことにより、学習していない顔画像が入力されても正確に表情を推定することができます。
表情が大きく変化する顔画像については、すでに高精度な表情認識が可能となっています。一方で、テレビ視聴時は
表情の変化が少ないことも多いため、表情強度の小さな顔画像も精度良く認識できる学習・推定手法の開発が必要です。
今後、微細な表情の変化も捉えられる画像特徴量の計算手法や、機械学習手法の改善を図っていきます。
顔画像データベース
驚き80％

幸福90％

嫌悪35％

悲しみ65％

機械学習
数値化

X

関数

f (x)

幸福70％

表情種類
表情強度

図 2：顔表情認識手法の概要
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連載

ハイブリッドキャストの進化を支える技術（全 4 回）

NHKは新しい放送通信連携サービス

様々な端末に対応した動画配信サービスを実現する技術
NHK Hybridcast
を2013年9月に開始しました。技研では、さらに便利で多様

なサービスの実現に必要な技術の研究開発を進めています。この連載では、ハイブリッドキャストの進化を支える要素技
術について紹介します。

第2回

さまざまな端末に対応した動画配信サービスを実現する技術
伝送システム研究部 西村 敏

PC・スマートフォン向けの動
全デバイス共通の配信方式による
多様な動画配信サービスの視聴サイト
画配信は、専用の動画配信サー
動画配信サービスを提供可能
バーを用いずに、他 のWebコ
それぞれのデバイスに合わせた
PC用UI
テレビ用UI スマートフォン用UI
ンテンツと同じ仕組みで配信す
ユーザーインターフェース（UI）
UIとデバイスをつなぎ、動画の受信・
る方式に移行が進んでいます。
MPEG-DASH視聴制御機能
再生制御を担う視聴アプリケーション
その 代 表 がMPEG-DASH*1で
の核となる機能
す。これまで 動 画 視 聴には 端
HTML5ブラウザAPI
HTML5を搭載したデバイスに共通な
末 毎に異 なる視 聴アプリケー
動画再生制御に関する命令セット（API）
ションが使われていましたが、
HTML5の 動 画 視 聴 の 拡 張 機
PC
テレビ受信機 スマートフォン
能の規格 化が進み、特別なソ
図 1：MPEG-DASH 視聴プレーヤーの位置づけ
フトウェアを必要とせずにWeb
ブラウザのみで動画を視聴できる環境が整いつつあります。そこで、技研ではPC・スマートフォンだけでなく、HTML5
に対応したテレビ受信機でも動作するWebブラウザベースのMPEG-DASH視聴制御機能を開発しました（図1）。これに
より多様な端末に向けた動画視聴プレーヤーが実現可能になります。
この視聴制御機能は、
（一社）IPTVフォーラムにより規定されたハイブリッドキャスト対応テレビ向けの新しいVOD
技術方式 *2に則したVOD機能と、ライブ配信機能およびコンテンツ保護機能を備えています。また、MPEG-DASHの
特徴を生かした以下の機能を実現します。
・ サービス提供者が一つの動画を複数の品質（解像度やビットレート）で用意しておくだけで、自動的にユーザーの視
聴環境に合わせた品質の動画を選択して再生します。そのため、端末の画面サイズやネットの混雑状況に合わせて、
効率的かつ安定した配信が可能です（図2）
。
・ タイムスケジュールに従ってさまざまな番組を受信し、
切れ目なくつなぎ合わせて再生することができます。そのため、
現行放送のように編成に従って番組を切り替えながら提供するサービスに加え、動画サービスの途中にユーザー毎に
異なる動画クリップを挿入する、ネットならではのサービスの提供が可能となります。
今後、放送事業者、受信機メーカー、通信事業者などと連携し、より多彩なネット動画配信サービスの実現や配信の
安定性を高める技術開発を進めていきます。
HTML

HTML

HTML

*1 MPEG Dynamic Adaptive Streaming over HTTP： ISOで国際標準化されたHTTPプロトコルによる動画配信技術
*2 VOD(Video On Demand)技術方式：「IPTVFJ-STD0013ハイブリッドキャスト運用規定2.0版」
の付録Cに、MPEG-DASH方式の
仕様「iptvfj-proﬁle」
を規定

動画の最小単位
ビットレート：高
画面解像度 ：大
ビットレート：中
画面解像度 ：大
ビットレート：低
画面解像度 ：小

4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1

受信可能な
ビットレート

ネットの混雑状況

ネットの混雑状況に合わせた
ビットレートの動画を選択して受信
HTML

画面サイズ：大
回線速度 ：大

4 3 2 1
順番につなぎ合わせて再生
HTML

配信サーバー
（Webサーバー）

一つの動画を複数の品質
（解像度、ビットレート）で用意

画面サイズ：小
回線速度 ：小

4 3 2 1
小さい画面サイズに合わせた
解像度の動画を選択して受信

図 2：ユーザーの視聴環境に合わせた動画品質の選択による効率的かつ安定した配信
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