
7．制作技術の高度化の研究 

放送局におけるコンテンツ制作技術は、番組の企画から素材収録、スタジオ制作や中継制作、番組
送出に至るまでの制作工程で多種多様な技術が必要であり、放送の根幹となる重要な技術と位置付け
られる。本章では、コンテンツ制作技術の高度化について報告する。

視聴者への正確で迅速な情報提供や効率的な番組制作環境の実現に向けて、社会のさまざまな情報
や放送後のアーカイブスなどから映像・音声・テキストを解析してインテリジェントに番組制作を支
援する技術の研究を推進してきた。特に、2010年代後半からはAIを活用した制作支援技術の研究開
発を進め、AI活用推進事務局を立ち上げて放送現場との連携に繋げた。

映像や音声などのコンテンツ解析・活用技術では、人物や文字認識などのメタデータ抽出技術、文
字の自動書き起こしや白黒カラー化などのコンテンツ変換技術、視聴者の興味内容推定のための視聴
状況解析技術の研究を進めた。テキストビッグデータ解析技術では、コンテンツ検索・推薦技術、
ニュース性のある情報を抽出するソーシャルメディア解析、番組に関する評判分析などの研究開発を
行った。そのほか映像コンテンツの制作配信技術の研究も進めた。

スポーツ中継は人気の高い放送コンテンツであり、競技映像だけでなく、選手やボールの位置、動
きなどの３次元情報に注目した新たな映像表現によって、スポーツをわかりやすく視聴者に伝える試
みがなされている。一方、大規模化する番組制作の効率化も課題となっている。技研では、2010年度
以降、複数のカメラ映像から取得した被写体や環境の３次元情報を活用した映像表現の高度化に関す
る研究を実施した。さらに、番組制作の効率化に向けた自動撮影を実現するカメラなどの研究を開始
した。

可搬性に優れたワイヤレスカメラや移動中継用のFPU（Field Pick-up Unit）は、それぞれ歌番組
やマラソン中継などのハイビジョン放送に活用されている。2010年度以降は4K・8K映像の無線伝送
が可能なミリ波4K8Kワイヤレスカメラ、移動伝送用1.2/2.3GHz帯4K8K FPUなどの機器の研究開発
を行った。また、4K・8K映像の固定無線伝送のためマイクロ波帯およびミリ波帯を利用した4K8K 
FPUや、非圧縮8K映像の伝送が可能な120GHz帯FPUの研究開発、標準化を行った。

放送局の番組制作システムとして、IP（Internet Protocol）信号をインターフェースとしたシステ
ムへの移行が世界的に検討され、技研においても2016年度からライブ番組にも対応したIP番組制作シ
ステムの研究を進めた。機器制御する方式の技術提案、IPネットワーク機器の設定情報とフローの伝
送状態を可視化するシステム監視ツール、大容量8K信号を軽圧縮してIP伝送する方式、非圧縮8K映
像を複数の2K映像に分割して複数のIPフローとして伝送する方式などの開発を行った。

〔山内　結子、三科　智之、高田　政幸〕

7.1 コンテンツ解析・活用技術
7.1.1 メタデータ抽出技術

（１）人物認識技術
映像内容の解析において、人物の情報は非常に有用な

メタデータのひとつである。人物を認識するためには、
フレーム画像内で顔が映っている位置を特定する顔検出
と、それが誰であるかを判定する顔認識の2段階の処理
が必要となる。

顔検出については、2016年度から2017年度にかけて、
カスケード型に連結した決定木を用いた技術を開発し
た（1-2）。状況に応じて処理を中断できるカスケード型の
構造と、判別能力の高い決定木を組み合わせることで計
算コストと検出精度を両立させた。2018年度には、決定
木よりもさらに判別能力の高い深層畳み込みニューラル

ネットワークを用いた技術を開発した（3）。テレビ映像
を対象として、人間が顔と判別できるすべての領域を正
解とした厳しい条件下で評価したところ、未検出の少な
さと誤検出の少なさを統合的に表した指標（F値）で
93.5％の精度となり、既存技術よりも約30%の精度向上
を達成した。

顔認識については、2014年度から2018年度にかけて、
顔のさまざまな部分から求めた領域ベースの特徴を用い
た認識技術を開発した（4-6）。既存技術においては、目尻
や口端といった個人の差異が表れやすい顔特徴点に着目
したアプローチが主流であったが、テレビ映像では照明
条件や顔の表情、顔の向きなどが大きく変動するため、
顔特徴点が正確に検出できず、認識精度が低下するとい
う課題があった。この手法は、顔特徴点の検出を必要と
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せず、テレビ映像においても高精度な認識を可能とした。
2019年度には、特徴の算出に深層畳み込みニューラル
ネットワークを用いる技術を開発した（7）。個人の識別
に有用と思われる画像特徴を算出する構造と、深い層に
情報を伝達するための構造を考案し、検出精度を向上さ
せた。顔認識の分野で広く用いられているベンチマーク
データセットを用いた評価実験では、人間の認識率が
97.5%であったのに対して、99.5%という精度を達成した。

人物認識技術の放送現場での実用にも取り組んだ。
2016年度には、東北３局（仙台局、盛岡局、福島局）で
試験運用していた震災映像メタデータ補完システムに、
人物認識技術による検索機能を新規実装した。2018年度
には、関連部局と連携して、顔認識による顔の自動ぼか
しシステムを開発した。また同年度に、人物認識技術を
利用した編集支援システムを試作し、ドキュメンタリ番
組の編集に活用した（8-9）（図7.1）。

この研究は、河合吉彦、望月貴裕が主に担当した。

（２） 物体認識技術
放送局が保有する映像データの有効活用や効率的な検

索を目指して、2010年度から物体認識技術の開発を進め
た（10-12）。画像の部分領域における輝度の変化と（13-15）、
画像全体の色味やテクスチャーに基づく特徴量を算出し、
集団学習のひとつであるランダムフォレスト（16-17）を用
いて、130種類の物体や事象を認識できるようにした。
2012年度には、番組映像に付随する字幕データを利用し
た半教師付き学習手法を考案し、これまでの約1/10の時
間で、新たな物体を追加学習できる手法を開発した（18）。
また、2014年度には学習手続きを少量の参照画像で行え
る手法を開発した。この手法を利用して、認識可能な物
体を随時追加可能な映像検索システムを構築した（19）。
2015年度には、一般番組で利用が可能な汎用システムの
構築を進めた。具体的には、顔認識機能の付加や、認識
できる物体の追加、検索時にメタデータを追加修正する
機能付加などにより、実用性を高めた。また、クラウド

環境でのメタデータ付与システムの動作検証を開始した。
2016年度には、CG合成や映像効果などを取り扱う番組
制作現場の要望を受け、物体認識による画像の自動分類
技術を組み込んだ素材管理システムを開発し、現場での
試用を開始した。

2017年度からは、ニュースの制作現場を支援するため
に開発したソーシャルメディア分析システムにおいて、
火災や消防車などが映る投稿画像を自動検出し、事故や
災害に関するソーシャルメディアへの投稿を抽出する技
術の開発に着手した。2018年度には、実際の投稿から学
習データを構築するとともに、投稿画像を深層畳み込み
ニューラルネットワークを用いて事故や災害に関する5
種類のカテゴリに分類する手法を開発した（20-21）。2019
年度には、画像やテキストなどの異種の情報を統合的に
解析できる、マルチモーダル機械学習の研究を進めた

（図7.2）。入力データの種類によって学習の進み方に違
いが生じることを考慮し、学習スケジュールを入力ごと
に制御することで、分類精度を向上させた（22）。本技術
によって、画像のみ、あるいはテキストのみでは判別が
できなかった投稿も精度よく分類することを可能とした。

この研究の一部は、日本IBM（株）との研究相互協力、
NHKメディアテクノロジー（現NHK テクノロジーズ）
との研究相互協力により実施した。

この研究は、河合吉彦、藤森真綱、佐野雅規、藤井真
人が主に担当した。

（３）文字列認識技術
2010年度から、映像に含まれる文字情報をメタデータ

として抽出する研究に着手した。2010年度には、番組映
像から字幕スーパーが出現している時刻と、フレーム画
像内での出現位置を検出する手法を開発した。さまざま
な画像特徴を組み合わせて文字領域を判定することによ
り、従来手法よりも検出精度を約20％向上させて、適合
率97％を達成した。また、出現位置や色、サイズが時間
的に変化する字幕スーパーにも対応可能とした（23-24）。
2011年度には、L字画面１に提示される文字列を検出お
よび認識する技術を開発した（25）。番組映像の冒頭から

１  本来の放送画面を縮小して角に寄せ、生じたL字型のスペースに
他の情報を表示する画面図7.1　人物認識を利用した編集支援システム

図7.2　マルチモーダル分類モデル
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L字画面の出現と提示される文字列の変化を検出し、
OCR（光学式文字読取装置）処理することで、L字画面
に提示された文字列をメタデータとして蓄積することを
可能とした。

2015年度からは、映像に自然に映りこんだ看板や名札
などを対象とした情景文字列検出技術の研究に着手した。
文字の線幅に着目した矩形ストローク特徴量を考案し、
看板などに印字された線幅が一定の文字列を精度よく検
出可能な手法を開発した。F値による比較実験において、
従来技術よりも14%の改善を達成した（26-27）。2016年度
には、高速に計算可能な性質と、文字の傾きの影響を受
けにくい性質を持った回転境界矩形特徴量を考案し、さ
まざまな角度に回転した文字列を高速に検出可能とし
た（28-29）。2019年度には、畳み込みニューラルワークと
グラフ畳み込みネットワークといった深層学習技術を組
み合わせ、モデル全体を一気通貫で学習できる手法を開
発した（30）。F値による評価で、当時の最新手法を2％上
回る92%という検出精度を達成した（図7.3）。

実用化にも取り組み、2019年度には、関連部局が試作
を開始したNHKアーカイブスメタデータ自動付与シス
テムに、情景文字列検出技術を導入した。

この研究は、河合吉彦、遠藤 伶が主に担当した。

 （４）類似画像検索技術
放送局に蓄積された膨大な映像を検索する手段として

は、キーワード検索が一般的である。しかし、映像に付
与されたキーワードの量と質が十分でない場合は、利用
者が所望のシーンを見つけ出せないケースが生じる。そ
こで、キーワード検索とは異なるアプローチとして、入
力した画像に対して「見た目」の類似性に基づき画像を
検索する類似画像検索技術の研究を進めた。

2010年度に、画像の色およびテクスチャー特徴のブ
ロック単位の比較に基づくサムネイル画像検索手法を確
立し、ブロック単位の構図データを用いた事前分類によ
り、検索処理の高速化を実現した（31）。また、検索対象
から取り出した主要色リストおよび主要ブロック画像を
用いたクエリースケッチによる検索手法をWebブラウ
ザで操作できるシステムを開発した。これらの手法は、
NHKクリエイティブ・ライブラリー用の関連クリップ
検索試作システム「EN-Vision」に実装された（32，33）（図
7.4）。2012年度には、被写体の類似性を重視した検索を

可能とするために、画像内の顕著性分布に基づきブロッ
ク位置を可変にする手法および、各ブロック領域内の顕
著性の高さに基づいて設定した重み係数を用いて画像類
似度を算出する手法を開発した（34-36）。2014年度には、
建物や車といった被写体を含む画像に対する検索性能を
向上させるための新しい画像特徴として、多重スケール
エッジ方向ヒストグラムと多重スケールエッジ接続角度
ヒストグラムを開発した（37，38）。そして、これらの技術
が、震災メタデータ補完システム、およびアーカイブス
との連携による検索システム（いずれも詳細は7.1.1（7 
））に実装された。これらの放送現場での実利用を踏ま
えて、2016年度に、動的輪郭モデルを用いた被写体領域
抽出手法（39）、およびブロックサイズを可変とする仕組
みの適用により、類似画像検索精度の向上を図った。

2016年度より、全く同一の被写体が映る画像を探す
「詳細類似画像検索」の研究に着手した。2017年度に、
被写体の外観の対称性に着目した新しい特徴ベクトルお
よび類似度計算手法の導入により、建造物などの特定
ジャンルを対象とした類似画像検索での精度向上を実現
した（40）。

この研究は、望月貴裕、藤森真綱、住吉英樹、佐野雅
規が主に担当した。

（５）映像構造化技術
膨大に蓄積された番組映像の有効活用を促進するため

に、映像を時間的あるいは空間的に分割して構造化する
ための研究に取り組んだ。

時間的な分割の単位としては、編集点で分割した
「カット」が一般的であるが、番組映像を再利用する際
には、それよりも時間的に長い単位でのハンドリングも
必要となる。そこで、2013年度に、各カットで使用され
ている色の種類の時間的な変化を尺度として、同じ場面
のカット系列から成る「シーン」単位での映像分割技術
を開発した（41）。さらにこれを発展させて、各カットに
出現する代表的な画像片（ブロック領域画像） の種類の

図7.3　情景文字列検出技術
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図7.4　EN-Visionにおける類似画像検索
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時間的な変化を尺度としたシーン分割手法を開発し
た（42）（図7.5）。また、シーン単位での映像検索を可能
とするために、画像片の種類と出現頻度により算出され
る映像特徴「画像片ワードヒストグラム」を用いた、
シーン単位での映像検索技術を開発した（43）。2016年度
には、同色画素から成る小領域「Superpixel」を画像片
として利用することによりシーン分割精度の向上を図り、
特定ジャンルに限らない番組映像を対象に、シーン境界
を70%以上の精度で検出可能とした（44）。なお、これら
の研究の一部は、（株）フジテレビジョンとの共同研究
により実施した。

映像の空間的な分割に関する研究も進めた。2011年度
に、画像の領域分割に基づく応用技術として、奥行き情
報および領域分割情報の利用による画像修整手法を開発
した（45，46）。2012年度には、３次元時空間データに対し
てのMean-Shift法による領域分割手法を開発するととも
に（47）、３次元時空間データの扱い方を並列分散処理に
適するように改良することで、手法の高速化を図った。
また、簡易な領域の指定指示により所望の被写体を抽出
するために、細かい領域分割結果を基に、パラメータの
調整により順次粗い分割を生成できる手法を考案し、そ
の基本性能を確認した。2013年度には、利用者が指定し
た領域の抽出処理について、映像全体をひとつの時空間
とした領域分割ではなく、隣接フレームの領域に接続情
報を持ったフレーム単位での領域分割とすることで、処
理可能な映像時間長の拡張を実現した（48-50）。また、こ
れらの技術の応用として、2014年度に、映像の一部分を
時空間上で内外挿する「動画テクスチャー」を生成する
技術の研究に着手し、動画の時間軸方向におけるスケー
ル変更を目的にフレーム間内挿に関する基礎技術の開発
を行った（51）。

以上の研究は、望月貴裕、大久保英彦が主に担当した。

（６）メタデータ制作フレームワーク
メディア解析を利用した効率的なメタデータ制作基盤

として、メタデータ制作フレームワーク（MPF:Metadata 
Production Framework）の研究を進めた。MPFでは、
メタデータの共通モデルと、さまざまな解析処理を容易
に組み合わせて利用するための共通APIを規定している。
2010年度は、自動生成メタデータの評価を目的とする欧
州放送連合の技術プロジェクトEBU　EC-M SCAIE

（European Broadcasting Union, Expert Community on 
Metadata, Study of Content Analysis-based Automatic 
Information Extraction in Production）に参加し、MPF
で採用しているメタデータモデルを拡張する形で、共通
のメタデータフォーマットを策定した。2012年度には、
これをメタデータの国際標準であるMPEG-7（Moving 
Picture Experts Group）の新しいプロファイル（52）とし
て国際標準化した。また、同時に、このデータモデルを
採用したMPF Ver.3を公開した。

その後、AMWA（Advanced Media Workflow Association）
とEBUのジョイントタスクフォースとして、将来の柔
軟 な コ ン テ ン ツ 制 作 基 盤 の 仕 組 み と し てFIMS

（Framework for Interoperable Media Services）の規格
化が進み、次期規格化対象にメディア解析技術を利用し
たメタデータ制作支援機能が含まれたため、2016年12月
より本活動に参画した。2017年度には、映像のショット
単位への分割や物体認識、文字列検出などをFIMS準拠
のサービスとして実装したデモシステムを構築し、欧州
国際放送機器展IBC2017に出展した。2018年度には、こ
のFIMSプロジェクトが、EBU単独のプロジェクトMCMA

（Media Cloud and Microservice Architecture）（53）の活動と
なり、FIMSが策定したSOAP仕様から、複数のクラウ
ドの連携を想定したREST仕様への変更を進めた。この
活動を通して公開したMCMAライブラリ群を利用して、
さまざまなメディア処理をクラウド上で連携させたコン
テンツ制作システムを開発し、IBC2018 （54）および技研
公開2019にてデモ展示を行った（図7.6）。

以上の研究は、住吉英樹、佐野雅規が主に担当した。

図7.5　画像片の種類に基づくシーン分割
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（７）放送現場への貢献
2011年度に、放送局内に蓄積された大規模なアーカイ

ブス映像の有効利用を目的として、顔検出、類似画像検
索、テロップ（オープンキャプション）検出、カメラ
ワーク抽出、メタデータ制作フレームワークおよび構文
解析といったさまざまな技術を利用した「番組映像検索
システム」を試作した（55）。このシステムは, 人物の顔の
配置や大きさによるカット検索、手持ちの画像や簡易な
操作で描画した画像をクエリーとしたカット検索、カメ
ラの動きパターンの指定によるカット検索、番組内容記
述文が類似した関連番組の検索、テロップや顔のアップ
が表示されたカットの一覧表示などの多くの機能を有し
ており、番組制作現場の多様な要望に応えることが可能
である。2014年度には、蓄積した映像にさまざまな自動解
析処理を施すためのシステム「素材バンク」の実現に向
けて、これまでに開発したシステムに物体認識技術による
カット検索機能などを追加し、番組技術展に出展した（56）。

2011年３月の東日本大震災においては、短期間に
20,000時間を超える大量の報道用素材映像が記録された。
放送局には、これらの映像にさまざまな情報を付加し、
防災や減災のために有効活用する使命がある。しかし、
この膨大な量の映像に人手で詳細なメタデータを付与す
るのは難しい。そこで、これまで試作したシステムを
ベースとして、2013年度に「震災アーカイブスメタデー
タ補完システム」を開発した（57-59）（図7.7）。このシス
テムは、物体認識技術や音響解析技術により付与された

「空撮」「撮影メモ」「インタビュー」などのメタデータ
に基づくカット検索、類似画像検索技術によるカット検
索、付与されたメタデータの修正などの機能を有する。
本システムは、東北３局（仙台局、盛岡局、福島局）で
試験運用され、高い評価を得た。

2014年度に、アーカイブスを管理する部局との連携に

よる「画像解析による検索システム」を開発し、実際の
業務での利用による検証実験を行った（60）。このシステ
ムは、物体認識技術で付与された約50種類のキーワード
によるカット検索、類似画像検索によるカット検索、
シーン単位での検索などの機能を有する。実験期間は約
４か月であり、番組の追加を継続しながら、最終的に約
10万本の番組を対象とした検索処理を可能とした。本シ
ステムは、全国の放送局における約300人の職員に利用
され、実験期間終了後の利用者へのインタビュー調査な
どにより、実用化に向けた課題を抽出した。

2016年度には、CG合成や映像効果などを取り扱う番
組制作現場の要望を受け、物体認識技術によるメタデー
タ付与や類似画像検索によるカット検索機能を有する素
材管理システムを試作し、現場での試用を開始した（61）。
本システムは、利用者が必要なメタデータを適宜追加付
与できる機能を有しており、各現場のニーズに合わせた
柔軟な運用が可能である。

この研究は、佐野雅規、住吉英樹、大久保英彦、河合
吉彦、望月貴裕、サイモン・クリピングデル、藤井真人、
苗村昌秀が主に担当した。

〔望月　貴裕〕

7.1.2 コンテンツ変換技術
（１）自動書き起こし技術

番組制作において、視聴者へ正確な情報を迅速に届け
るためには、取材映像の書き起こしを効率よく作成でき
るシステムが必要である。生放送の字幕制作技術で培っ
た音声認識技術を活用し、2017年度から自動書き起こし
技術の研究を開始した。

書き起こしを要する取材映像の音声は、発話の明瞭度
などにばらつきがあり、スタジオに比べて音声の収録条
件も悪いため、認識率は低下する。そのためさまざまな
発話環境でも高精度に認識可能な方式の検討が必要であ
る。

2017年度に、従来の発音辞書を用いずに音声から直接
文字を推定するEnd-to-end音声認識の研究に着手し
た（62-63）。多岐に渡る話題に対応するため、話題を単語
間のつながりに反映させる言語モデルを構築した（64）。
2018年度には、放送局で扱う素材の特性を利用し、深層
学習ニューラルネットワーク（DNN）で学習した映像
情報を言語モデルに活用した（65）。また、認識結果を字
幕のような文体に変換する文整形モデルを構築して不正
な認識結果の低減に努めた（66）。2019年度には、放送現
場の要件を考慮した研究として、学習データを疑似的に
電話音声に変換することで電話音声の認識精度を改善す
るとともに（67）、収録音声のチャンネル特性を利用した
話者識別の研究を進めた。図7.7　震災メタデータ補完システム

ラベル「撮影メモ」による検索結果
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これらの音声認識精度向上の取り組みと並行して、音
声認識結果を効率よく確認・修正できるインターフェー
スの開発を進めた。2017年度には、文字の編集操作と再
生操作の連動を可能とするWebブラウザベースのイン
ターフェースを新たに開発し（69）、報道現場で試行運用
を開始した（70）。2018年度には、生放送などの書き起こ
しへの対応や、複数人での協調作業を可能とする機能拡
張を進めた（71）。2019年度には、システムの有効性が放
送現場で認められ、全国の放送局で利用するための設備
が整備された（72）。2017年度の試行運用開始から現在ま
でに16万を超える素材が書き起こされ、日々の番組制作
に活用されている。

この研究は、佐藤庄衛、小森智康、三島 剛、小早川
健、一木麻乃、伊藤 均、萩原愛子、佐藤裕明、小林彰
夫が、主に担当した。

（２）サブコンテンツ生成支援技術 
番組の要約動画、予告動画、番組ホームページといっ

た「サブコンテンツ」は、インターネットやソーシャル
メディアを通して視聴者の接触率を向上させるための重
要なコンテンツである。しかし、放送用のメインコンテ
ンツを制作した上で、サブコンテンツを制作するための
十分なリソースを確保するのは難しい。そこで、サブコ
ンテンツ制作を支援するための技術研究に取り組んだ。

2016年度から、要約映像を自動で生成する技術の研究
に着手した。要約映像で用いるべき重要な映像区間を推
定する技術として、番組へのツイート内容を大まかなト
ピックに分類し（73）、トピックと字幕データとの関連付
けに基づき、各カットの重要度スコアを算出する手法を
開発した。さらに、画像解析技術を用いて、表示される
テロップのサイズ、顔のサイズ、カメラの動き量に関す
る各カットの重要度スコアを算出する手法を開発した。
そして、各要素のスコアの重み付き加算によるカットの

「総合重要度スコア」に基づいて要約映像を自動生成す

る手法と、その重み配分を利用者が調整してさまざまな
要約映像を作成できる仕組みを開発して（74）デモシステ
ムを構築し、Inter BEEに出展した（図7.9）。さらに、
この技術を応用して、大量の投稿動画から要約映像を自
動で生成するシステムを開発し、2017年度に放送された
２つの番組で活用された。

2018年度からは、要約映像の品質向上のためにニュー
ラルネット技術の導入を進め、人手で編集した番組の要
約映像を学習データとした、独自のネットワーク構成に
よる自動要約モデルを構築した。さらにこの技術を応用
して、ニュース映像を自動で要約し、かつ利用者が簡易
な修正を加えられる実用的なシステムを2019年度に開発
した。

映像の自動要約に関連して、2017年度より、視聴者の
生体信号に基づいた映像区間の重要性評価に関する研究
を進めた。センサーから取得した顔変形データの解析に
より、わずかな表情の変化を従来の表情認識技術よりも
高い精度で抽出できることと、視聴者毎に特定の傾向が
存在することを示した（75， 76）。この研究の一部は早稲田
大学との共同研究として実施した。

2018年度より、番組ホームページ素材を自動生成する
技術の開発に取り組んだ。初期検討として、ロケ番組の
ホームページに掲載する経路マップの自動生成に向けて、
番組映像のフレーム画像とWEBの地図サイトで表示さ
れる画像を照合してロケ地を特定する技術を開発し
た（77）。さらに2019年度より、番組ホームページに掲載
する番組の代表画像系列を自動選定するための基本技術
として、画像の芸術性評価に関するオープンデータと、
実際の番組制作スタッフによる画像の評価データを合わ
せて学習した畳込みニューラルネットワークを用いて、
画像の重要度を推定する手法を開発した。そして、本技
術を組み込んだネット用ショート動画制作システムを、
放送局と連携して開発した。

この研究は、松井 淳、望月貴裕、サイモン・クリピ
ングデル、前澤桃子が主に担当した。

図7.9　映像自動要約デモシステム
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（３）モノクロ映像自動カラー化技術 
放送局に保管されているモノクロ映像は、さまざまな

番組で利用される貴重な映像素材である。番組制作現場
のニーズに応え、4K解像度相当のモノクロフィルム映
像をカラー映像に自動変換する技術の研究を2017年度か
ら 進 め た。2017年 度 は、 複 数 の 空 間 的 ス ケ ー ル の
Convolutional Neural Network （CNN）で構成したカ
ラー化モデルを、アーカイブス映像などから収集した大
量の番組映像を教師データとして用いて学習し、モノク
ロフィルム静止画をカラー静止画に自動変換する手法を
開発した（78）。開発した手法は、複数の空間的スケール
の特徴量を使うことで、静止画中に小さく映った物体に
対しても良好なカラー化が可能である。

2017年度から2018年度にかけて、色推定CNN、色修
正CNN、および色伝播CNNという３種類のカラー化
CNNを組み合わせた、モノクロ映像自動カラー化シス
テムを開発した（79）（図7.10）。開発したシステムでは、
まず静止画を自動カラー化する色推定CNNを、映像を
構成する全フレームに適用し、映像を全自動でカラー化
する。続いて、人間がカラー化映像の色を確認し、必要
に応じて色修正CNNを用いた修正作業を行う。色修正
CNNは人間の指示に応じて、着色時の色合いを変更可
能なCNNである。最後に、少数のカラー化済みフレー
ムの色を参照して、その色と同じ色合いで他のフレーム
をカラー化する色伝播CNNを使って、映像全体を統一
的な色合いでカラー化する。このような、３種類の
CNNを用いる仕組みにより、映像全体の自動カラー化
機能、および、自動カラー化結果に誤りがあった場合の
色修正機能を備えた自動カラー化システムを実現した。
カラー化した映像を放送番組で利用する場合、史実考証
に基づく適切な色合いでの映像をカラー化しなくてはな
らない。そのため、放送現場で利用するカラー化システ
ムには、色修正は必須の機能である。

開発したカラー化システムは、2018年８月放送の
NHKスペシャル「ノモンハン 責任なき戦い」で初めて

使用された。その際に、専門家が手作業でカラー化を
行った過去の番組制作時と比べて、作業時間を約1/60に
短縮することに成功した。その後も、2018年11月放送の

「あの日あのときあの番組」、2019年度放送の大河ドラマ
「いだてん～東京オリムピック噺～」などの番組制作で、
継続的に活用された。

この研究は、遠藤 伶、河合吉彦が主に担当した。
〔望月　貴裕〕

7.1.3 視聴状況解析技術
2010年度より、視聴者映像や視聴履歴を解析して番組

やシーンに対する視聴者の反応を数値化し、その「視聴
状況」から視聴者の嗜好や興味内容を推定する技術の研
究を進めた（80）。推定した興味内容をもとに、番組推薦
や情報提供など、視聴者個人に向けたサービスを提供す
ることを目的とした。

2011年度には、視聴者映像解析による人物認識結果と
リモコンの操作履歴とを統合し、時系列ラベリング問題
として機械学習を行うことで、番組の興味区間を推定す
る手法を開発した。評価実験の結果、約70％の正解率で
興味区間を推定することができた（81）。また、番組への
注目度合いの指標として、顔の向き、瞬目間隔、視線変
動量、身体動作を検討し、これらの計測データから番組
への注目度を推定する手法を開発・評価した。さらに、
多くの顔表情画像を事前学習しておくことで、視聴者ご
との顔登録が不要な顔表情推定手法を開発した。これら
の技術の応用として、推定した興味度に応じて推薦番
組を変えるユーザーインターフェースUTAN（User 
Technology Assisted Navigation）を試作した。2012年
度には、UTANに改良を加えて小型化し（82）、興味内容
推定手法の開発に必要な学習データを実際のテレビ視聴
環境で収集した（図7.11）。

視聴者個人の嗜好を予測する技術については、個人の
視聴状況と番組評価値からなるユーザーモデルに基づい
て番組を推薦する手法を開発した。本手法では、ユー

図7.10　モノクロ映像自動カラー化システム

代表画像

１．色推定CNN
映像全体を
自動カラー化

３．色伝播CNN
代表画像の色を
シーン全体に伝播

２．色修正CNN
ユーザが選んだ代表画像の色を

必要に応じて修正

入力
白黒映像

中間出力

出力
カラー映像

図7.11　UTANタブレット端末での操作風景
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ザーモデルと番組内容を記述した番組概要文を利用し、
グラフマイニングと呼ばれる確率的探索アルゴリズムを
用いて未視聴の番組の評価値を予測可能とした（83）。

2013年度には、視聴者の身体動作と頭部動作を計測し、
機械学習を用いて注視状態か否かを高精度に識別する手
法を開発した（84）。また、本手法で計測した注視時間帯
の番組字幕データから、Wikipediaのカテゴリー情報を
参照して視聴者の興味内容（キーワード）を取得する手
法を開発した。顔表情の推定技術については、表情強度
から顔表情を推定する手法を考案し、認識精度を向上さ
せた（85）。これらの研究は、東京都市大学、東京大学と
共同で実施した。注視状態推定手法の研究の一部は、総
務省の委託研究「戦略的情報通信研究開発推進制度

（SCOPE）」を受託して実施した。
2014年度には、テレビ視聴状況に基づいて抽出した興

味内容（キーワード）をタブレット端末に表示するシス
テム（86）を開発し、技研公開で展示した（図7.12）。さ
らにNHK主催のハッカソンイベントにおいて、本シス
テムを一般参加者によるアプリケーション開発用モ
ジュールとして提供した。

2015年度から2017年度にかけて、画像センサーのみな
らずさまざまな生体センサーを活用し、番組映像に対す
る視聴者の反応を計測・解析する研究を早稲田大学と共
同で実施した。Microsoft Kinect®で表情を含む顔の変形
を、各種生体センサーで心拍や瞳孔径などの生体信号を
計測した。被験者40名を対象とした映像視聴実験を実施
し、映像視聴時における視聴データを取得した（図7.13）。

実験により得られた顔の特徴点データに基づき、事前
登録不要な弱表情検出手法を開発した。表情の変化と相
関の強い目や口元などの特徴点データを解析対象とする
ことにより、検出精度を向上させた（87）。また、生体信
号を含む複数のセンサー情報を統合し、スパースコー
ディングで表現することにより、被験者の情動まで推定
できることを確認した（88）。

以上の研究は、苗村昌秀、山内結子、佐野雅規、サイ
モン・クリピングデル、松井 淳、高橋正樹、奥田 誠が
主に担当した。

〔サイモン・クリピングデル、高橋　正樹〕

7.2 テキストビッグデータ解析技術
7.2.1 コンテンツ検索・推薦技術

放送局が所有する大量の番組コンテンツの利用促進を
目的に、2010年度から2016年度までテキスト処理技術を
利用した番組コンテンツの検索・推薦に関する研究と、
これらの技術を適用した番組検索・推薦システムの開発、
現場導入を実施した。

テキストを使った番組検索では、検索クエリーとなる
単語とEPG（Electronic Program Guide）などで使われ
る番組概要文を手掛かりとしていたが、異なる表現が使
われると検索結果として出力されないという問題があっ
た。例えば、「地震」と「震災」は類似した単語である
が、単語の表記だけを利用した検索手法では、別のもの
として扱われてしまう。このような問題を解決するため、
ウェブ上にある大量のテキストから単語間の28種類の関
係（類似関係、因果関係、上位下位関係、属性関係な
ど）を獲得し、350万語規模の意味ネットワークである
概念マップを構築した（89）。概念マップにより、類似単
語も検索対象となるなど、より幅広い検索結果を得るこ
とができる。2012年度に、この概念マップを利用して、
二つの番組概要文に出現する単語間の関連度合いから番
組間の類似性を評価する手法を開発した。開発した手法
は、従来手法と比較して人手による類似性評価結果によ
り近いことを確認した（90）。また、番組概要文から主題
となる単語を抽出し、抽出した主題とその番組との関係
を推定する手法を開発した（91）。2013年度には、獲得し
た番組と主題との関係を概念マップによりつなげること
で、番組同士を結び付けるコンテンツマップを構築した

（図7.14）。コンテンツマップにより、例えば主題が「高

図7.13　Kinect®と各種生体センサーを活用した視聴実験
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図7.12　視聴状況取得と端末へのキーワード提示例

視聴状況取得結果

タブレット端末の興味キーワード提示
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血圧」である番組に対して、「治療法」、「予防法」と
いった関係名で複数の番組を分類、管理できる。また、

「貧血」という検索語から「貧血→予防法→アサリ」の
つながりを遷移することにより、アサリを題材とした番
組「きょうの料理」を見つけ出すことが可能となり、一
つの検索語から多様な番組へ導くことができる。さらに、
2015年度には自動獲得した誤りの含まれる上位下位関係
を対象に、同じグループに属する単語間の類似度を基準
として上位下位関係の信頼性を計算することにより、高
精度な誤り除去処理を実現した。それにより、例えば

「病気」や「薬」の下位概念に属する単語を大量に獲得
できるようになった（92）。番組の検索・推薦においては、
ユーザの興味に合致するのが番組の中の一部分のみであ
る場合も多い。2015年度には、このような場合に、番組
のシーン単位での推薦を可能とするラベリング手法を開
発した（93）。

この他、外部情報となるWikipediaを利用し、世の中
で注目されている出来事や人物などに関連する番組を優
先的に提示できる手法を開発した（94）。また、オンデマ
ンドサービスにおけるユーザの番組への投稿文から獲得
した単語情報に基づいた番組推薦手法を開発した（95）。

テキスト処理技術を利用した番組検索・推薦に関する
成果をより使いやすい形で提供するための開発も進めた。
NHKオンデマンド室と共同で関連番組情報を登録する
システムを開発し、2010年度から、NHKオンデマンド
において利用者が選択した番組に関連する番組をパソコ
ン用サービス画面で提示するサービスを実施した。ライ
ツアーカイブスセンターが運用する番組公開ライブラ
リーの関連番組推薦システムにおいて、開発した番組検
索・推薦技術を利用したサービスを実施した（96）。さら
に、2013年12月よりサービスを開始したハイブリッド
キャストのアプリケーション「みのがし、なつかし」

（図7.15）において、関連するおすすめ番組の表示に活
用された。また2015年度には、単語と番組の関係を

Linked Open Data形式で記述とすることで、Webペー
ジ上の単語に関連した番組を簡単に検索・提示できるイ
ンターフェースを開発した（97）。

テキスト処理を利用した情報検索技術の応用の一つと
して、震災時におけるNHKニューステキスト（書き起
こし文）を統計的に解析することによって、いつ、何処
で、どのような情報が報道されたかを抽出し、これらの
情報を視覚的に把握できるマスメディアカバレッジマッ
プを構築した。この技術は、NHKスペシャル「震災ビッ
グデータ」（2014年３月２日放送）におけるデータ解析
でも利用された。

この研究は、藤井真人、田中英輝、住吉英樹、加藤直
人、山田一郎、後藤 淳、松井 淳、宮崎 勝、三浦菊佳、
古宮弘智、宮﨑太郎が、主に担当した。

〔山田　一郎〕

7.2.2 テキストコンテンツ制作支援技術
放送局におけるテキストコンテンツの制作を支援する

ため、2016年度から2019年度まで、放送局が取り扱う大
量のテキストデータ、いわゆるテキストビッグデータを
解析して、ソーシャルメディアから番組制作に役立つ情
報を取得する技術や、ニュース原稿などのコンテンツを
自動で作成する技術の研究開発を進めた。

（１）ソーシャルメディア分析技術
ツイッターなどのソーシャルメディアには，通常の取

材では得られない有用な情報が含まれていたり、それら
の情報を迅速に得られることから、ソーシャルメディア
からの情報収集は、放送局にとって不可欠になっている。
そこで、ソーシャルメディアからの情報収集の業務を支
援するために、2016年度は、放送現場で実際に判別・取
得したツイッターへの投稿（ツイート）をニューラル
ネットワークの一つであるRNN（Recurrent Neural 
Network）で学習し、番組制作に役立つツイートを自動
で判別する手法を開発した（98）。また、番組アーカイブ

図7.15　ハイブリッドキャストのアプリケーション「みのがし、なつかし」

関連番組

図7.14　コンテンツマップの一部
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のメタデータを解析して、番組制作でテーマとなりうる
話題や関連する番組の構成情報を自動抽出し、その結果
をソーシャルメディアの情報と関連付けて提示する技術
の開発を進めた（99，100）。

2017年度には、2016年度に提案したツイートの判別手
法を用いて、ニュース性のあるツイートをリアルタイム
に制作者に提示するソーシャルメディア分析システム

（Social Media Analysis System: SMAS） を 開 発 し
た（101，102）。SMASは、大量のツイートからニュース性
のある情報を抽出しつつ、火事・火災、交通事故などの
24種類のカテゴリーに分類することができる。SMASの
結果をさらに詳細に分析できるように、映画やゲームな
どの仮想世界と現実で起こった事件・事故を判別する手
法（103）、既に他の報道機関が言及している投稿を判別す
る手法（104）を開発した。

2018年度には、制作者がSMASをより利用し易いよう
に、カテゴリー、地名情報、時間情報などを用いて
ニュース性のあるツイートを選別し、その結果を提示す
るユーザーインタフェースを開発した（図7.16）。また、
事件や事故に関する写真を含む投稿に対応するための画
像認識によるツイート分類機能や、選択したツイートに
関連する番組の情報を検索・提示する機能を実装し
た（105，106）。さらに、事件や事故の発生場所の特定する
ための投稿者の位置情報の推定手法（107）や、投稿時刻
の規則性に基づき、ボットと呼ばれる自動投稿を判定
する手法（108）を開発した。また、米国NIST（National 
Institute of Standards and Technology）が主催する競
争型ワークショップTREC（Text Retrieval Conference） 
2018における災害関連ツイート分析トラック（Incident 
Streams Track）に参加し、上位の成績（分類タスク４
位、重要度判定タスク１位）を獲得した（109）。

2019年度は、ツイートの分類性能を向上させるため、
ツイートの本文に加えて、対応するカテゴリーラベル

（地震、火災など）に含まれる文字情報を活用するLabel 
Embeddingに基づく分類手法を開発した（110）。この手法
では、既存のLabel Embedding手法に分類ラベルの階層
構造の概念を導入しており、TREC 2018 IS Trackの評

価データを用いた災害情報の分類タスクで世界最高性能
（2019年11月時点）を達成した。また、ツイートの感情
極性の推移から、注目の人物やイベント、製品などのト
レンド情報を含むツイートを特定する手法を提案し
た（111）。

SMASのソーシャルメディア分析技術は、視聴者から
の投稿を活用した生放送番組の制作（テンゴちゃん、は
じっこ革命、みんなの卒業式）や，特別番組の制作のた
めの視聴者からの意見収集（ドキュメント72時間年末特
番）で利用された（112）。

（２）テキストコンテンツ生成技術
放送局では、ニュース番組や緊急報道用の原稿、ウェ

ブやアプリ用の記事などさまざまなテキストコンテンツ
を作成している。これらの原稿や記事の作成を支援する
ために、2017年度および2018年度には、放送局に蓄えら
れた大量のニュース原稿と外部機関から配信される河川
水位の情報を利用して、豪雨や台風の際に、河川状況を
伝えるニュースの第一報となる原稿案を自動で生成する
支援システムを開発し（113）、降雨時期に報道現場で試験
運用した。2019年度には野球やサッカーなどのスポーツ
の戦績のデータとスポーツニュースの原稿をもとに、自
動で戦評案を作成するシステムを試作した。また、
ニュース原稿から緊急報道時のL字画面用に短い文字数
の原稿を自動生成するシステムを報道現場と連携して試
作した。さらに、機械翻訳などで用いられているテキス
トの変換技術を用いて、ニュース原稿からヘッドライン
や分類ラベルを自動生成する研究を進めた。そのほか、
番組制作で使用するアンケート調査のデータに対して、
アンケート回答者の属性と回答傾向との対応関係を統計
的にまとめて、制作者に分かりやすく提示する手法を開
発した（114）。

この研究は、住吉英樹、加藤直人、山田一郎、後藤 
淳、宮崎 勝、河合吉彦、三浦菊佳、宮﨑太郎、藤森真
綱、武井友香、岡本大輝、牧野仁宣、安田有希が、主に
担当した。

〔後藤　淳〕

7.2.3 評判分析技術
放送事業に対する視聴者の声を効率的に分析するため、

2010年度から意見を含む表現の自動分析技術の研究を進
めた。

評判分析では、意見が述べられている述語の肯定的/
否定的といった大まかな意味を自動判定する研究が従来
行われてきた。本研究では、その大まかな意味だけでな
く、意見の対象となっているものを自動抽出することを
目標に、意見を含むテキストの事例から自動処理方法を図7.16　ソーシャルメディア分析システム
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獲得するために、機械学習法を適用した（115-118）。2010年
代前半は、条件付き確率場の適用（116）、2010年代後半は、
深層学習の適用（117，118）を試みて効果を確認した。

一方で、評判分析が適用された結果としての現象にも
着目した。ソーシャルネットワーキングサービスの一つ
であるツイッターを活用し、ツイッター投稿とテレビ視
聴との関係を、主に時系列解析の観点から研究し
た（119-121）。特に反響の多い大型番組に対して、番組冒頭
の期待感からの盛り上がり、中盤に見入るためにツイー
トが控えめになる様子、そして、終盤の見ごたえのある
部分でのツイート数の伸びが計測された。高評価の番組
は、終盤ツイート数の増加だけでなく、高評価語が多用
され、さらに納得感を伴うことを裏付けるように、「す
ごい番組だった」というような完了時制を伴う表現が頻
出することがわかったため、評価語を伴わない表現の解
析への強い手がかりとなり得るという知見が得られた。

関連部局とは、知見が共有できるようにシステム開発や
共同プロジェクトがすすめられた。意見対象の自動抽出
技術は、番組関連のツイートがどの番組についてのもの
かを自動判別するための技術として独立させ、2013年度
に編成局や制作技術局での実験システムに導入された（122）。
2018年度には広報局視聴者部発刊の「週刊視聴者の声」
分析用システムに簡易的な意見種別判定プログラムが導
入されて恒常的に活用された。そのほか、大規模災害時
の状況把握の観点で2012年９月開催の東日本大震災ビッ
グデータワークショップに部局横断で参加し、放送技術
のための災害自然言語処理研究成果を発表した（123）。ま
た、2013年参議院選挙の情勢分析（選挙特番のためのリ
サーチ）、2013年に行われた東京五輪2020の招致を決定
づけたスピーチの分析（NHK NEWS WEBの出稿）、
2016年度情報番組DATA NAVI（番組）でそれぞれ活
用された。

本研究は、小早川 健、松井 淳、サイモン・クリピン
グデル、田中英輝、宮﨑太郎、岡本大輝が担当した。な
お、文献（119）は、鳥取大学との研究相互協力により、
また、文献（118）（120）は、（株）ホットリンクとの共同研
究により実施された。

〔サイモン・クリピングデル〕

7.3 映像コンテンツ制作配信技術
番組制作記述言語TVML（TV program Making 

Language）技術のサービス応用として、視聴者がブロ
グ感覚で簡単に番組を制作し、公開・視聴できるイン
ターネットテレビシステムの研究を進めた。

視聴者による番組制作を容易にするため、これまでパ
ソコン上で動作していたTVMLによるCG（Computer 
Graphics）映像コンテンツ制作機能をサーバー側で行う

ク ラ ウ ド 制 作 シ ス テ ム を2010年 度 に 開 発 し た（124）。
ニュース素材を取り込んだ番組の自動制作など、イン
ターネット上で得られるさまざまな情報と連携したサー
ビス提供が可能となった。2011年度には、クラウド型制
作システムの映像生成の低遅延化と映像生成のタイミン
グ制御が可能なスクリプト記述方式を実現し、複数の
ユーザーがCGキャラクターの出演者となって番組制作
に参加できる仮想番組参加システム「コネクティッドス
タジオ」を試作した。コネクティッドスタジオでは、制
作システムをクラウド上に仮想化することで、ユーザー
の制作スキルやパソコンの性能、インストールしている
ソフトなどに依存せず、誰もが簡単に映像コンテンツを
制作できる（125）。

2012年度からは映像コンテンツを介して、ユーザーが
SNSのようにコミュニケーションを楽しむことができる
SNS型CG映像コンテンツ制作システムを開発し、技研
公開2012で展示した（126）。さらに、創作されたコンテン
ツから編集・改変した派生コンテンツを創作し、発信で
きるシステムを試作した（127）。このシステムでは、ある
ユーザーが投稿したコンテンツをもとに他のユーザーが
派生コンテンツを創作し、ユーザー間で共有することに
より、コンテンツを介したコミュニケーションや創作の
連鎖を促すことができる。このシステムを用いて100人
規模の実証実験を行い、システムと手法の有効性を確認
した。

放送通信連携サービスHybridcastによる将来のサービ
ス応用に向けて、放送と連動した手話CGアニメーション
をサーバー上で生成し、配信するシステムを試作した（128）。
タブレットやスマートフォンなどの携帯端末上でも特別
なソフトをインストールすることなく動作するWebGL
を用いたTVMLプレイヤーを開発し、放送に連動して
配信するTVMLスクリプトをもとに、携帯端末上でリア
ルタイムに手話CGが生成できることを確認した（129-130）。

このほか、記述したルールを基に番組シーンの状況に
応じて自動的にCGキャラクターの動作を変化させる手
法や細やかな表情付与を実現する演出機能の拡張に加え、
半透明オブジェクトやCGキャラクター表示数拡張など
のCG生 成 エ ン ジ ン の 高 機 能 化 も 進 め た（131）。 ま た、
ABU滞在研究員を指導し、感情表現可能なチャットシ
ステムを構築した（132）。開発したTVML関連技術は、放
送センターでの番組制作、イベント利用に加え、地域放
送局の会館公開の展示などでも利用された。

以上の研究は、井上誠喜、道家 守、浜口斉周、金子
浩之が主に担当した。

〔金子　浩之〕
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7.4 特殊撮影技術
7.4.1 多視点映像撮影・表現技術

スポーツイベントなどを対象としたライブ番組をより
分かりやすく魅力的に伝えることを目的として、多視点
映像などを活用した新しい映像表現技術の研究を進めた。

（１）多視点ロボットカメラ
2009年度より、多視点ロボットカメラの研究開発を開

始した。これは、複数のロボットカメラの協調制御シス
テムで、カメラマンが１台のロボットカメラを操作する
ことで、異なる位置に設置されたすべてのロボットカメ
ラを空間中の被写体に一斉に方向制御させることが可能
である。これにより、ロボットカメラをパン・チルト・
ズームして、空間中をダイナミックに移動する被写体の
多視点映像を撮影できる。2010年度には、カメラを搭載
する電動雲台などのハードウェアの開発を進め、７台の
ロボットカメラを整備すると共に、それらの協調制御ア
ルゴリズムを開発した。2011年度には、９台のロボット
カメラを追加整備すると共に、バーチャルカメラ雲台を
応用した操作インターフェースを開発した（133）。多視点
ロボットカメラを用いた撮影実験を行い、カメラマン１
人の操作で、すべてのロボットカメラを協調制御させ、
動き回る被写体をフォローして多視点映像を撮影できる
ことを確認した。また、NHKスペシャルの番組制作に
おいて、体操選手の多視点映像の撮影を行った。2012年
度には、多視点ロボットカメラの協調制御を行うための
カメラ校正に弱校正手法を導入した（134）。その結果、従
来のようにカメラ校正用の特殊なパターンを事前に撮影
する必要がなくなり、撮影現場での利便性が向上した。
また、多視点ロボットカメラの撮影映像を用いて、時間
を止めて視点が被写体の周りを回りこむ映像表現「ぐ
るっとビジョン」を生成する技術を開発し、撮影完了か
ら数十秒で「ぐるっとビジョン」を送出できるオンライ
ン処理システムを構築した。2013年度では、カメラ間隔
が離れることにより多視点画像間で大きく見え方が異な
る場合にも、特徴点のマッチングを頑健に行うことがで
きる局所画像特徴量を用いることで、カメラ校正の精度
および安定性をさらに向上させた。また、2013年６月の
NHK杯体操競技選手権、11月のNHK杯国際フィギュア
スケート競技大会の中継において、本システムを番組制
作に活用した。2014年度では、放送での実運用を考慮し
た新たな多視点ロボットカメラ16台を開発した（135）（図
7.17）。カメラの小型化やケーブル本数の削減による運
用性の向上、撮影した映像の処理時間の短縮、ならびに
多視点映像の高品質化を実現した。開発した多視点ロ
ボットカメラや「ぐるっとビジョン」については、2014
年８月の全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技で

の撮影実験や11月のNHK杯国際フィギュアスケート競
技大会での番組利用などを通じて、運用性や有効性を確
認した。その後も、多視点ロボットカメラは、2016年の
連続テレビ小説「とと姉ちゃん」や2017年の「ABU学
生ロボコン世界大会」など多くの番組で活用された。

これらの研究の一部は、（独）情報通信研究機構の委
託研究「革新的な三次元映像技術による超臨場感コミュ
ニケーション技術の研究開発」を受託して実施した。

（２）Sports 4D Motion
2014年度より、多視点ロボットカメラを利用した映像

表現技術、被写体追跡技術、３次元情報解析技術などを
統合し、スポーツシーンにおける選手やボールの動きを
より分かりやすい視点の撮影映像に切り替えて表現する
新たな映像表現法「Sports 4D Motion」の開発を開始し
た。2016年度では、動いている多視点ロボットカメラの
撮影映像から、リアルタイムにボールなどの被写体の時
系列３次元位置情報を取得可能にした（136）。取得した時
系列３次元位置情報を利用することで、撮影した多視点
映像に対し、正確にボール軌跡などのCGを合成できる。
これらの情報提示に加え、撮影後に視点を変更できるこ
とから、分かりやすく自由度の高い映像表現が可能と
なった。さらに、多視点ロボットカメラの高解像度化な
どによる生成映像の高品質化の研究を進めた。また、こ
れらの手法を用いて開発したデモシステムを、デジタル
コンテンツEXPOやInter BEEなどで展示し、好評を博
した。2017年度には、要素技術として、これまでのパ
ン・チルト制御に加え、ズームレンズに対応した多視点
カメラシステム向けのカメラ校正技術（137）、複雑な背景
下でも適用可能な被写体追跡技術、そして３次元情報解
析技術を組み合わせることで、カメラワークの自由度の
拡大と、ボールなどの被写体位置取得の高精度化を実現
した（138）。これにより、放送用カメラでのズームを利用
する演出に制限を加えることなく、実写映像に対して正
確にCGを合成することが可能となった（図7.18）。また、
これまでHDカメラで構成されていた多視点カメラシス

図7.17　多視点ロボットカメラ
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テムを4Kカメラで構成することにより高解像度化し、
多視点映像の生成品質の向上を図った。さらに、開発し
た各種要素技術を統合し、注目する被写体の多視点映像
に、ボール軌跡などの情報をCG合成できる「Sports 4D 
Motion」をシステムとして構築した。これらの技術は、
IBC2017での展示や「スポーツイノベーション」の番組
で活用し、高い合成精度やリアルタイム性、実用性を示
した。2018年度は、Sports 4D Motionのオンライン処理
システムを開発した（139）。本システムでは4K解像度の
多視点映像に対する射影変換などの画像処理や３次元
CG合成などの高速化を図り、撮影完了から数十秒で
Sports 4D Motionの映像出力を実現した。本システムに
関して技研公開2018で展示するとともに実証実験による
性能評価を行い、その有効性を確認した。

（３）2.5次元マルチモーション
2016年度より、スポーツ中継において、時系列の一連

の動作を連続写真風に表現（マルチモーション表現）し
た映像を2次元映像あるいは疑似的な３次元映像として
生成する2.5次元マルチモーション表現技術の研究を開
始した。この技術は、画像処理技術に加えて遠赤外カメ
ラなどのセンサーを活用し、撮影映像から時系列の選手
領域映像を自動で抽出・多重合成し、選手の動きを分か
りやすく表現するものである。2016年度では、撮影映像
から抽出する領域の調整が容易な被写体領域抽出手法

（Active Graph Cuts）を応用した運用性の高い被写体領
域抽出アルゴリズムの開発や、被写体領域画像の３次元
空間上へのビルボード配置自動化を図り、有効性や運用
性の検証を行った。2017年度は、Active Graph Cutsの
改良に加え、遠赤外カメラを用いた被写体領域抽出技術
を開発した。これにより、画像情報だけでは抽出が困難
な被写体領域についても、欠落なく抽出できることを確
認できた（140）。2018年度は、解説時の番組活用を想定し、
プログラムの最適化による映像生成時間の高速化、操作
インターフェースの改善を行った。改善したシステムは

2018年11月４日に放送した中継番組「第60回NHK杯
ジャンプ」の解説シーンにおいて活用（141）された（図
7.19）。2019年度は、開発した被写体抽出技術をすべて
搭載したマルチモーションプラットフォームを構築し、
CEATEC 2019やINTER BEE SPORTで展示し好評を
得た。

この研究は、岩舘祐一、山内結子、三科智之、加藤大
一郎、三ッ峰秀樹、久富健介、片山美和、大久保英彦、
高橋正樹、盛岡寛史、池谷健佑、加納正規、荒井敦志が
主に担当した。

〔三ッ峰　秀樹〕
 

7.4.2 映像合成のためのメタデータ抽出
スタジオ番組やスポーツ中継での映像合成を目的とし、

撮影カメラの位置・姿勢、スタジオの照明条件、被写体
の位置・姿勢などをメタデータとして抽出する研究を進
めた。

（１）カメラ姿勢情報取得技術
バーチャルスタジオでの映像合成に必須となる、カメ

ラの位置や向きといった姿勢情報（カメラパラメー
ター）をハンディカメラにおいて取得する研究を、2006
年度より進めた。2010年度には、事前に登録した被写体
の形状や特徴点と、撮影映像の情報とを照合してカメラ
パラメーターを求めるモデルベース推定手法に関して、
エッジ追跡精度の向上を行い、推定の頑健化と高精度化
を図った（142）。また、2011年度には、被写体の幾何学的
な拘束条件を利用してカメラパラメーターの推定誤りを
削減する推定手法（143）や、画像処理技術と物理セン
サー（小型の姿勢センサーや距離センサー）でのセンシ
ングを融合した「ハイブリッドセンサー」によってカメ
ラ姿勢情報の計測を行う手法を開発した（144）（図7.20）。

2014年度には、CGに実写の照明情報を反映するため、
複数の分光測色センサーを利用した照明センサーを開発
し、基本原理の確認を行った。また、ハイブリッドセン

図7.18　Sports 4D Motion による映像表現例
（実ボールとその軌跡上にCGのボールを重畳）

図7.19　マルチモーションの番組利用例
（第60回NHK杯ジャンプ）
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サーの高精度化のため、ニューラルネットワークを利用
してカメラの動きが回転か並進であるかを判定する手法
を導入した。2015年度には、照明情報の推定精度の向上
や、レンズのフォーカス情報からカメラと主被写体間の
距離を推定し、主被写体とCGオブジェクトとの前後関
係を表現する仕組みも追加した。このハイブリッドセン
サーはバーチャルスタジオでの番組制作に活用され、放
送センター、長野放送局、放送博物館などに整備された。

さらに、2017年度より、野外のスポーツ中継での活用
を想定し、クレーンカメラやワイヤーカメラに装着可能
なカメラ姿勢センサーの開発を進めた。MEMS（Micro 
Electro Mechanical Systems）を用いた慣性センサーと
光ファイバージャイロ、レーザー測距センサー、定張力
ばね機構を効果的に組み合わせた小型かつ高精度な姿勢
センサーを試作した。これらのセンサーにより、野外で
のCG合成に必要なリアルタイムデータを安定して計測
できることを確認した。

（２）照明推定技術
撮影スタジオ内の照明条件を推定することで、CGと

実写の自然な映像合成が可能となる。2014年度から2018
年度にかけて、映像解析による照明推定技術（位置、明
るさ、色）の研究を進めた。2014年度には、２台のセン
サーカメラの映像から三角測量の原理により照明の位置
を算出し、照明を単体点灯した画像と撮影時の広角セン
サーカメラ画像との関係性から、各照明強度をリアルタ
イムに推定する手法を開発した（145）。

2015年度には、カラーチャートを用いた校正を導入し、
カラー照明にも対応可能とした。主観評価実験により自
然な合成映像であることを確認するとともに、スタジオ
での実証実験にて、その実用性を確認した。

この照明推定技術を基盤とし、2016年度より、スタジ
オにて出演者とCGキャラクターの自然な共演を実現す

る「スタジオロボット」の研究を進めた。出演者は、合
成されるCGキャラクターの提示位置に配置されたロ
ボットをCGキャラクターと見なして掛け合いを行うこ
とで、自然な演技を実現できることを確認した（146）。

CGキャラクターの移動に対応するためのロボット移
動機能、CGとのインタラクションを実現する出演者動
作のセンシング機能、CG状態（表情など）の送り返し
機能、CGと実写映像との自然な映像合成を実現する照
明計測機能を備えたロボットを試作し、技研公開2016で
展示した（図7.21）。また、2018年度には、重畳したCG
領域からロボットがはみ出す場合への対処として、不要
部分を見えなくする被写体消去技術を開発し、その合成
品質を高めた。

（３）被写体情報取得技術
映像中から被写体を追跡し、その位置や姿勢などを計

測することで、それらの情報をCGで可視化できる。こ
の被写体情報取得技術の研究を通して、番組制作を支援
した。

被写体追跡技術に関しては、2015年度から2018年度に
かけて、制作現場と連携し、フェンシング競技で剣先の
動きを可視化するシステム「ソードトレーサー」を開発
した（147）。可視映像と赤外映像を同一光学軸で撮影可能
なカメラを開発し、赤外画像上で追跡した剣先領域の位
置に軌跡CGを描画して、可視画像上へ合成した。機械
学習を利用することで、高速移動する２つの剣先領域を
高精度かつリアルタイムに追跡可能とした。

ソードトレーサーは2017年全日本フェンシング選手権
にて実運用され（図7.22）、その後もフェンシングに関
する番組で利用された。また、NHKサイエンススタジ
アムなど、各種展示会において実機によるデモンスト
レーションを行った。

この被写体追跡技術は、ゴルフ中継やカーリング中継
での映像合成にも活用された。競技場付近に設置したセ
ンサーカメラの映像から、パット時のゴルフボール、お
よび投石時のカーリングストーンをリアルタイム追跡し、

図7.20　カメラ姿勢センサー「ハイブリッドセンサー」 図7.21　スタジオロボットを利用した映像合成例

スタジオロボット

ロボット位置にCGを重畳

合成CG

出演者

出演者とCGキャラクターとの掛け合い演出例
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その３次元座標を算出するシステムを開発した（148）。逐
次型学習アルゴリズムを用いて画像特徴をフレーム毎に
再学習することで、環境変化や短期的なオクルージョン
にも対処可能とした。制作現場と連携し、放送用中継カ
メラ映像に軌跡CGをバーチャル合成した。本システム
は、2017年よりゴルフ中継およびカーリング中継にて継
続運用された。

ゴルフのティーショットに関しては、2016年度から
2018年度にかけて、弾道予測方程式と画像処理技術、
レーザーセンサーを融合し、ゴルフボール位置を実時間
で計測する技術の開発を進めた（149）。ティーグランド周
辺とボール落下点周辺に設置したセンサーカメラおよび
レーザーセンサーにより、ボールの３次元座標を取得し、
軌道をリアルタイム生成した。2017年度には、ティー
ショットの軌跡表示に加え、ボール落下側に自動追尾型
センサーカメラを２式配置し、落下時の軌跡を表示でき
る機能を追加した。2018年度には、カメラの姿勢角を計
測するセンサーなどを利用することで、ハンディカメラ
映像への軌跡CG合成を可能とした。本システムを、
2017年にNHKが中継したゴルフ選手権３大会のギャラ
リープラザで展示した。

2017年のNHK ABUロボコンでは、被写体追跡技術と
３次元位置計測技術を応用し、飛翔体の軌跡描画を行っ
た。ロボットが同時に投てきする複数のディスクの移動
軌跡をCGで可視化した。

被写体の姿勢計測技術に関しては、2016年度から2018
年度にかけて、サッカーの戦術などの解説に利用するこ
とを目的に、広角レンズを装着した固定カメラで撮影し
たサッカー映像中の低解像度の顔画像から、選手の顔向
きを推定する手法（150）の研究を進めた。低解像度の顔
領域画像から抽出した計算量の少ない特徴量を効果的に
組み合わせることで、高い推定性能と短い計算時間を両
立できる手法を開発した。2017年度には、取得したデー
タの管理や修正を行うシステムを開発して運用性を高め、
スポーツ解説番組に利用することで、その有効性を確認
した（151）（図7.23）。

この研究は、加藤大一郎、三ッ峰秀樹、高橋正樹、盛
岡寛史、横澤真介が主に担当した。

〔高橋　正樹〕

7.4.3 ロボットカメラ
スポーツ中継番組では迫力のある映像を撮影するため、

カメラの使用台数が年々増える傾向にある。また、地方
予選やマイナーリーグの放送の拡充を望む声も少なくな
い。一方で、投入可能なマンパワーには限りがあり、効
率的な制作が望まれている。そこで、高品質な自動撮影
を実現するAIロボットカメラの実現に向けた研究を
2018年度から開始した。中でも、被写体の状況に応じた
判断、放送カメラマンの撮影手法にならったメリハリの
あるフレーミング、および複数カメラの協調動作に
フォーカスして研究を進めた。

被写体の状況に応じた判断のための状況理解技術とし
て、2016年度から実証を行ってきた実時間センシング技
術による被写体追跡と2006年度から検討を行ってきた知
能情報処理技術による推論手法をベースに、2018年度に
はサッカーを対象として選手やボールの位置・速度・形
状、顔向き、および選手の注視領域を映像から一括取得
できるシステムを開発した。また、放送カメラマンへの
インタビューやカメラマン向け撮影マニュアルに基づき、
ルールベースの自動フレーミング技術を開発した（152-153）。

2019年度には選手の位置・速度等の情報からセットプ
レーを認識する状況理解AIを深層畳み込みニューラル
ネットワークにより試作し、16種類のプレーを約75%の
正答率でほぼリアルタイム認識することに成功した（図
7.24）。

また、サッカー中継番組制作の撮影に熟練したカメラ
マンの雲台・レンズ操作データを、カメラマン撮影映像
およびコート全体映像とともに同期収録し、フレーミン
グ用の学習データとして収集した。この学習データを深
層畳み込みニューラルネットワークに学習させることで、
カメラワーク生成AIを試作した（154）。実験の結果、コー
ト内の全選手の重心座標を撮影する手法よりも実際のカ

図7.22　ソードトレーサーによる剣先軌跡表示 図7.23　サッカー顔向き推定結果の番組応用例
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メラマンのカメラワークに近い挙動を示すことが確認で
きた（図7.25）。

一方、2018年度には自動でゴルフボールを追尾撮影す
るロボットカメラの開発を開始した。第51回日本女子
オープンゴルフ選手権において既存の自動雲台を用いた
基礎実験を行い、ボールを自動追尾撮影できる可能性を
確認した（155）。また、得られたボールの３次元情報に基
づき、広角映像に弾道をCG合成するスポーツバーチャ
ル技術としての応用も実証した。

2019年度には、ゴルフ中継においてショートホールを
全自動で撮影可能なシステムの実現を目指して、２台の
自立型AIロボットカメラが協調しながら撮影を行う
ベースシステムの開発を進め、課題の抽出を行った。放
送カメラマンの撮影手法を模倣するため、ゴルフ場で実
際に打球のフォロー撮影時のカメラデータを取得すると
ともに、構図の決め方や撮影ルールの聞き取り調査を
行った。この結果をもとに、ロボットカメラを速度制御
により駆動する新手法を設計し、制御系に反映させた。
また、中継制作向けの可搬性と高トルクを両立しつつ、
位置・速度・加速度制御にも対応した新設計を実装した
自動カメラ雲台を整備するとともに、レンズ制御機能も
追加した。また、選手がショットに入る前の周囲の環境
情報（選手やキャディーの挙動、ボールの位置など）を
取得するセンサーと映像認識技術で構成される環境情報
取得カメラを計測部に追加搭載した。第84回日本オープ

ンゴルフ選手権において、本システムによるAIロボッ
トカメラをティー後方とグリーン後方に配置して自動撮
影実験を行った（図7.26）。その結果、選手とキャ
ディーで構成されるパーティーから、次にアドレスに入
る選手を推定し、ボールの置き位置を計測することで、
ボールの３次元座標の計測に移行するシーケンスが正確
に行えることを確認した。また、AIロボットカメラの
動特性等、今後の開発に有用なデータを得ることができ
た。

この研究は、加藤大一郎、三ッ峰秀樹、洗井 淳、三
須俊枝、荒井敦志が主に担当した。

〔三須　俊枝〕

7.5 素材伝送技術
7.5.1 ミリ波帯伝送技術

（１）ミリ波モバイルカメラ
ハイビジョンカメラで撮影した映像を、ミリ波帯

（42GHz帯）の電波を使って高画質のまま低遅延で無線
伝送することが可能な「ミリ波モバイルカメラ」の研究
開発を2001年度に開始し、2008年の第59回NHK紅白歌
合戦以来、歌番組やスポーツ番組で活用されていた。
2009年度までのミリ波モバイルカメラは、カメラ映像の
本線系伝送に放送事業用の42GHz帯、リターン映像やカ
メラ制御などの送り返し系伝送に特定小電力無線局の
2.4GHz帯の電波を使用しており、本線系伝送の2×4 
MIMO-OFDM方式及び1×4 SIMO-OFDM方式の装置開
発が行われていた。また、送り返し系伝送は他システム
と周波数共用していたため電波干渉が問題となっていた。

2010年度は、送り返し系の無線伝送機能を充実させる
ことにより、従来のケーブル付きハイビジョンカメラと
同等の運用性を実現した。送り返し系伝送システムの主
な要求条件として、①本線系伝送と同等以上の途切れに
くさ、②カメラ側に備える送り返し系復調部の小型化、

図7.25　AIで生成したカメラワーク

図7.24　状況理解AIの動作

入力： 
映像から抽出された
フォーメーション情報

認識結果： 
スローイン、左チーム、手前ライン
（Throw-In, Left team, Near side）

図7.26　AIロボットカメラによる自動撮影実験
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③カメラの細かな制御に必要な双方向通信、が求められ
る。そこで、送信ダイバーシティ技術による所要C/Nの
低減と、復調に必要な演算量が小さく復調基板の小型化
が可能な送信４系統、受信１系統の4×1 STBC（Space-
Time Block Coding）伝送方式を実現する送り返し系伝
送装置を開発した（156）。また、本線系と送り返し系の情
報を連動させる制御信号多重分離装置を開発し、カメラ
制御信号やインカム信号などの双方向伝送を実現した。

本線系、送り返し系ともに42GHz帯を使用する高周波
部の設計を行い、42GHz帯双方向高周波部を試作し
た（157）。また、基地局高周波部と副調整室の機器間の信
号伝送を、既存の光トランク回線を利用して容易に行う
ための光インターフェースを試作した。これまでは、送
信チャンネル毎に専用の受信機が必要であったが、１つ
の基地局高周波部で複数のチャンネルを受信する構成と
することで、受信系統の簡素化を図った。さらに、伝搬
路応答の相関性が高い見通し環境で安定したMIMO伝
送を実現する直交偏波MIMO伝送に必要な42GHz帯の水
平偏波オムニアンテナを試作した。

2010年の第61回NHK紅白歌合戦では、42GHz帯送り返
し系伝送システムと水平偏波オムニアンテナを備えた図
7.27に示すミリ波モバイルカメラ２台が、約50の撮影
カットに使用され、技研で開発した技術の有効性が番組
で実証された（158）。

2011年度からはミリ波モバイルカメラの実用化を目指
した性能改善や運用性向上に取り組んだ。

2011年度は、光回線を使用して共通の周波数基準を伝
送し、全ての基地局高周波部を同期させる改修や、本線
系の無線伝送品質をリアルタイムで表示・記録する1×4 
SIMO伝送に対応した回線品質モニター付き復調器の開

発、送り返し信号の誤り率や受信C/Nなどのカメラ側の
受信状況を副調整室側で確認できるAC（Auxiliary 
Channel）キャリアの伝送機能の追加を行った。さらに、
4系統の送り返し映像を同時に伝送し、撮影者が任意に
選択できる送り返し映像伝送装置も試作した。

2012年度は、OFDM復調部分のFFT窓位置制御の性
能改善に加えて、カメラ出力信号の同期が無線で安定し
て行えるように同期信号送り返し伝送機能の改善を行っ
た。また、伝送エリアを拡大するため、送受信アンテナ
の放射パターンの再検討も行った（159）。

2013年度は、アンテナの垂直方向の半値角を50°から
20°に絞って水平方向（０度方向）の利得を向上した楕
円ホーンアンテナを開発した（160）。また、2×4 MIMO
伝送に対応した回線品質モニター機能付き復調器を開発
した。

2014年度は、フレーム同期の強化など本線系復調器の
性能改善に取り組むとともに、送り返し復調部の小型化
を行った。

ハイビジョン用ミリ波モバイルカメラは、2016年度ま
でNHK紅白歌合戦、ゴルフ中継をはじめとする歌番組、
スポーツ番組で活用された。その後、符号化効率の高い
HEVCコーデックを内蔵した1.2/2.3GHz帯小型FPUの現
場導入が進み、1.2/2.3GHz帯で双方向ワイヤレスカメラ
システムが実現できるようになったため、ハイビジョン
用ワイヤレスカメラの番組運用は1.2/2.3GHz帯システム
に置き換えられ、技研はミリ波4K8Kワイヤレスカメラ
の研究に重点的に取り組むようになった。

以上の研究は、池田哲臣、濱住啓之、中川孝之、鈴木
慎一、小郷直人、伊藤史人、松﨑敬文が主に担当した。

（２）120GHz帯8K FPU
120GHz帯の電波を使用して非圧縮スーパーハイビ

ジョン信号を無線伝送するFPUの研究は2006年度から
開始した。2006年度から2009年度まで行った総務省の委
託研究「ミリ波帯高精細映像伝送技術の研究開発」によ

図7.27　カメラ側伝送装置（左）、基地局高周波部（右上）、
副調整室側伝送装置（右下） 図 7.28　試作した120GHz帯8K FPU
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り、120GHz帯10Gbps級無線伝送装置を３対向使用して
非圧縮のデュアルグリーン方式のスーパーハイビジョン
信号（24Gbps）を1km無線伝送することに成功した。

2010年度は、総務省の技術試験事務「次世代放送シス
テムのための周波数共用技術等に関する調査検討会」に
参加し、120GHz帯を使用する他の業務との共用条件や
技術的条件の検討を行うとともに、交差偏波を用いた伝
搬実験などを実施した。

2011年度は、小型で高信頼な120GHz帯FPU高周波部
とデジタルベースバンド信号処理部の試作を進めた。さ
らに、偏波多重の野外伝送実験を約１か月間行い、降雨
時も含めた伝送特性の調査を行った。

2012年度は、高周波部の高信頼化のための研究や非圧
縮SHV信号インターフェースをベースバンド信号処理
部に実装するなど、高信頼化と小型化を考慮した試作を
進めた（161）。さらに、強雨期における偏波多重の野外伝
送実験を３か月間にわたって行った（162）。

2013年度は、試作した小型高周波部とベースバンド信
号処理装置2対向を偏波多重で使用することにより非圧
縮SHV信号（デュアルグリーン方式）の無線伝送が可
能なことを実証した（163）（図7.28）。開発した120GHz帯
FPUを用いた野外伝送実験で、非圧縮SHV信号が伝送
距離250m（強雨時：60mm/h）においても、安定して
無線伝送できることを確認した（164）。

2014年度は降雪時における性能評価を実施した。2015
年２月に野外伝送実験を実施した結果、120GHz帯FPU
は降雪時および0℃以下の低温環境下においてもSHV信
号を安定して伝送できることを確認した。本実験は、第
66回さっぽろ雪まつり会場からの生中継実験として、札
幌放送局SHVパブリックビューイングの来場者に公開
した。また2014年度は国内標準化を進め、開発した
120GHz帯FPUの伝送方式がARIB STD-B65 “超高精細
度テレビジョン放送番組素材伝送用可搬型120GHz帯デ
ジタル無線伝送システム” として標準規格に採用された。

以上の研究は、池田哲臣、遠藤洋介、杉之下文康、居
相直彦、岡部 聡、津持 純が主に担当した。

（３）42GHz帯4K8K FPU
8K映像素材の無線伝送が可能な42GHz帯4K8K FPU

の研究を2014年度から2016年度まで実施した。42GHzの
ミリ波帯は広い周波数帯域幅を割り当てられているため、
これを利用した大容量伝送が可能であるが、降雨による
電波の減衰が大きいため比較的短距離で高画質の信号伝
送を行うことに適している。ハイビジョン用に開発され
た伝送方式をベースに、偏波多重MIMO、伝送帯域幅
の拡大、多値変調の採用、ピーク抑圧技術などを使って、
4K8Kに対応する方針とした。

2014年度は、ハイビジョン用として規格化されたミリ
波 帯FPUの 標 準 規 格 で あ るARIB STD-B43準 拠 の
OFDM変復調器を用いて野外伝送実験を行い、偏波多
重MIMOでの伝送が可能であることを確認するととも
に、0.3mφの偏波共用アンテナやFPU装置の偏波多重
一体型高周波部（165）を試作した。また、OFDMの伝送
に必要なバックオフ量の改善を目指して、OFDM信号
のピーク抑圧技術について検討した。送信信号の振幅を
制限するクリッピング・フィルタリング法やサブキャリ
アに任意の位相回転を加える部分系列伝送法により、
3dB程度のピーク抑圧効果が得られることがわかっ
た（166）。この結果を踏まえて、変復調器の広帯域化の検
討を進めた。

2015年度は、ARIB STD-B43準拠の帯域幅54.4MHzの
2×2 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）-OFDM
変 復 調 器 の サ ブ キ ャ リ ア 変 調 方 式 を16QAM

（Quadrature Amplitude Modulation）から32QAMに改
修し、2014年度に試作した偏波多重MIMO対応高周波部
を介して200Mbpsの伝送ができることを確認した。また、
降雨減衰が大きい42GHz帯の電波伝搬特性を把握するた
めに、放送センターと技研間の約8kmの距離で長期の電
波伝搬実験を実施した。実験で受信電力、降雨強度等の
データを取得し、降雨による伝送特性への影響を調査し
た。さらに、伝送帯域幅を54.4MHzから109MHzに拡大
した広帯域MIMO-OFDM変復調器を試作し（167）、2014
年度に試作した高周波部と組み合わせて42GHz帯4K8K 
FPUの試作機が完成した（図7.29）。室内実験により、
試作機で最大600Mbpsの伝送レート（サブキャリア変調
方式32QAM、符号化率3/4の場合）が達成できること
を確認した。偏波共用アンテナについて、幾何光学的近
似ではなく、電磁界シミュレーションにより一次放射器
と副反射鏡を再設計し、試作アンテナの利得が40dBi以
上となり2014年度試作のものから2dB向上した（168）。

2016年度は、技術局が開発した8K素材伝送用H.265/
HEVCコーデックを42GHz帯4K8K FPUに接続して、放
送センターと技研の約8kmの伝送区間で、φ0.3mの偏波
共用アンテナ（40dBi）を用いて片偏波あたりの送信機
出力250mWで伝送実験を行った。実験では、エンコー

図7.29　42GHz帯4K8K FPU試作機
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ダーの最大ビットレートである213Mbpsに圧縮した8K
番組素材を信号源として、チャンネル帯域幅125MHz、
32QAM、符号化率3/4、TSレート600Mbpsのパラメー
ターで伝送した。技研における受信電力は、水平偏波で
−44dBm、垂直偏波で−45dBmとほぼ回線計算どおり
の値が得られ、降雨のなかった３日間の連続した伝送実
験では、伝送エラーもなく安定した8K番組素材の伝送
ができることを確認した。また、伝送特性の改善を目指
して、２合成による電力増幅器の500mWへの高出力化、
LDPC符号とBCH符号の連接誤訂正符号の導入による所
要C/Nの低減、0.6mφによる偏波共用アンテナの高利得
化を行った。これらの改善により14.8dBの降雨減衰マー
ジンが得られ、325Mbpsの8K番組素材を5km伝送する
場合に許容できる降雨強度を26mm/hから40mm/hに改
善した。さらに、実用化に向けて（一社）電波産業会に
おけるミリ波帯素材伝送システムの標準規格（ARIB 
STD-B43）の改定に寄与した。

以上の研究は濱住啓之、今村浩一郎、中川孝之、鴨田
浩和、津持 純、松﨑敬文、伊藤史人が主に担当した。

（４）ミリ波4K8Kワイヤレスカメラ
スポーツ中継や歌番組などの4K・8K番組制作におい

て4K・8K映像の無線伝送が可能な42GHz帯の電波を用
いるミリ波4K8Kワイヤレスカメラの研究を2010年度か
ら行った。

ワイヤレスカメラは可搬して利用するため電力効率が
重要となる。そこで、一般的に電力増幅器の歪の影響を
受けにくく電力効率に優れたシングルキャリア変調方式
に対して、周波数領域で高速にチャンネル推定と等化を
行うSC-FDE（Single Carrier – Frequency Domain 
Equalization）方式の検討を進めた。

2010年 度 か ら2014年 度 は、 ブ ロ ッ ク 同 期、AFC
（Automatic Frequency Control）、周波数領域でのMMSE
（Minimum Mean Square Error）等化などのアルゴリズ
ムについて検討し、計算機シミュレーションおよび原理
検証装置の試作を進めた。変調方式として電力増幅器の
非線形特性に対する耐性が高い16APSK（Amplitude 
and Phase Shift Keying）を、誤り訂正符号として畳み
込み符号とRS（Reed-Solomon）符号の連接符号をそれ
ぞれ適用し、SC-FDE方式をハードウェアで実現するた
めの基礎技術を確立した（169）。RF信号接続による室内
実験を行い、SC-FDE方式による電力増幅器出力は、従
来のOFDM方式による増幅器出力と比較して、6dB以上
高出力にしても擬似エラーフリーとなる所要受信CNR

（Carrier to Noise Ratio）が劣化しないことが分かった。
また、42GHz帯での無線伝送実験を初めて行い、マルチ
パス環境下の移動伝送においてSC-FDE方式が有効であ

ることを確認した（170）。
2015年度から2017年度は、200Mbps級の伝送を実現す

るため、ミリ波モバイルカメラの伝送帯域幅の２倍とな
る125MHzの広帯域システムにSC-FDE方式を適用する
ための伝送パラメーターを検討し、ミリ波帯電力増幅器
による非線形増幅の影響、および伝送特性を計算機シ
ミュレーションで評価した（171）。変調方式が32APSKの
基礎実験装置を試作し、室内実験で200Mbps級の伝送が
可能であることを確認した（172）。また、基礎実験装置を
２受信の受信ダイバーシティーに対応させて、フェージ
ング環境を模擬した室内実験を行い、OFDM方式より
もSC-FDE方式の方が最大伝送距離を長くできることを
示した（173）。

2017年度から2019年度は、200Mbps級のミリ波4K8K
ワイヤレスカメラの実用化を目指して、変調器と送信高
周波部が一体となったSC-FDE方式の小型送信機および
最大４受信のダイバーシティーに対応した復調器の試作
を進めた（174）。試作した小型送信機は、送信周波数
42GHz、チャネル帯域幅および送信電力はそれぞれミリ
波モバイルカメラの２倍の125MHzと200mWであり、
変調方式は16APSKおよび32APSKに対応した。誤り訂
正符号は、従来の畳み込み符号とRS符号の連接符号と、
より誤り訂正能力が高いLDPC（Low Density Parity 
Check）符号とBCH（Bose-Chaudhuri-Hocquenghem）
符号の連接符号にも対応し、伝送性能の改善を図った。
小型送信機を4Kエンコーダー４台とTS（Transport 
Stream）多重装置で構成した可搬型の映像符号化装置
と組み合わせることで8Kワイヤレスカメラを実現した

（図7.30）。室内実験および野外伝送実験により、遅延時
間50ms、伝送距離約100mで200Mbps級の8Kカメラ映像
を無線伝送することにワイヤレスカメラとして、世界で
初めて成功した（175）。

さらに、復調時の伝送路推定に用いるパイロット信号
とデータ信号の電力比の最適化、16APSKおよび32APSK
の信号点配置の最適化および送信機の回路規模の増大が
一切ない送信歪補償などSC-FDE方式の伝送特性の改善
に関する検討を進めた（176）。あわせて、MIMO化による
400Mbps級の伝送容量を目指した2×2 MIMO-SC-FDE
方式の基礎検討を行い、基礎実験装置に実装した（177）。

また、ワイヤレスカメラのさらなる伝送容量拡大を目
指して4×4（４送信４受信）のMIMO伝送技術の研究を
進 め 受 信 側 の 信 号 検 出 に 用 い るMLD（Maximum 
Likelihood Detection）の演算量を削減しつつ、SISO時
の４倍の伝送レートが達成できることを確認した（178）。

以上の研究は、池田哲臣、濱住啓之、居相直彦、今村
浩一郎、岡部 聡、中川孝之、鴨田浩和、小郷直人、鈴
木慎一、山里亜紀子、伊藤史人、松﨑敬文、島﨑智拓、
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山岸史弥が主に担当した。
〔中川　孝之、居相　直彦、松﨑　敬文〕

7.5.2 マイクロ波帯伝送技術
（１）双方向FPU伝送技術

2010 ～ 2016年度にかけて、マイクロ波（6 ～ 7GHz）
帯FPUを 時 分 割 複 信（TDD：Time Division Duplex）
で双方向化し、IP通信に対応することにより、ファイル
ベースの映像素材を無損失・高速に無線伝送する研究を
進めた。

2011年度は、現行のハイビジョンFPUから周波数帯
域を増やさずに双方向通信を実現でき、伝送容量を上り
／下りに自由に配分できるTDDに基づく双方向通信方
式を検討した。TDDの上り／下りの時間比率を変えた
場合の伝送効率を検証し、最大の時間利用効率で動作す
る方式を開発した（179）。

2012年度は、前方誤り訂正（FEC：Forward Error 
Correction）と自動再送要求を組み合わせたハイブリッ
ド 自 動 再 送 要 求（HARQ：Hybrid Automatic Repeat 
reQuest）技術について、TDDによる双方向化に適した
再送方式を考案し、適応的に冗長ビットを追加送信する
HARQ方式を開発した（180）。

2013年度は、適応変調技術とHARQ技術を用いた伝
送性能の改善を進めた。伝搬誤りの発生を防ぎつつス
ループットが最大となるよう、受信品質に応じて変調多
値数を制御する高速適応変調方式を検討した（181）。

2014年度には、伝送容量拡大を実現する偏波MIMO
（Multiple-Input Multiple-Output）を導入するために、１
つのパラボラアンテナで垂直と水平の２偏波を同時利用
できる偏波共用スプラッシュプレート型アンテナを開発
した （182）（図7.31）。さらに、野外実験伝送実験を実施し、

約21kmの陸上伝搬路におけるTDD方式による双方向伝
送を実証した。伝送モード2×2 MIMO、最大変調多値
数256QAM、誤り訂正符号リード・ソロモン符号（180，
164）、現行のFPUと同じ18MHz帯域幅で、FTP（File 
Transfer Protocol）による145Mbpsのファイル伝送を確
認した（183）。

2015年度は、伝送誤りによるスループットの低下を抑
制するTCP（Transmission Control Protocol）のレート
制御手法（184）を検討するとともに、 低遅延が要求される
ライブ映像を優先パケットとして通常のファイルより先
に伝送する優先制御機能を開発した（185）。

2016年度には、優先パケットをTDDの送信途中でも割り
込み送信できるよう改修し、固定電話で要求される200ms
に相当する低遅延伝送を実現できる見込みを得た（186）。
さらに、誤り訂正符号を畳み込み符号からターボ符号に
変更し、最大変調多値数を1024QAMとすることで
190Mbps以上のファイル伝送を実現した（187）。

以上の研究は、池田哲臣、濱住啓之、青木勝典、居相
直彦、光山和彦、小郷直人、熊谷 崇、小山智史、鵜澤
史貴が主に担当した。

（２）マイクロ波帯4K8K FPU
8K映像素材の長距離無線伝送が可能なマイクロ波帯

4K8K FPUの研究を2014年度より開始した。現行のハイ
ビジョンFPUと同じ6/6.4/7/10/10.5/13GHzのマイクロ
波帯、現行ハイビジョンFPUと同じ18MHzの帯域幅を
用いて、200Mbps級の伝送レートの8K-SHV信号を50km
伝送することを目標に研究を進めた。直交偏波を使用す
る偏波MIMO技術、最大4096QAMまで多値化した超多
値OFDM技術により伝送容量を大幅に拡大することで
8K-SHV信号の無線伝送を実現した。試作したマイクロ
波帯4K8K FPUの実験装置を図7.32に示す。

2014年度は、200Mbpsを超える大容量伝送が可能な偏
波MIMO-超多値OFDM方式の変復調部の試作を行なっ
た。さらに、偏波MIMO-超多値OFDM信号のマイクロ
波帯伝送に対応できるように高周波部の低雑音化を図っ

図7.30　8Kワイヤレスカメラ

図7.31　双方向FPU制御部・高周波部・アンテナ

偏波共用
スプラッシュプレート型アンテナ
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た。
2015年度は、試作した偏波MIMO-超多値OFDM方式

の変復調部および高周波部を用いて送受信間距離59km
の長距離伝送実験を行なった（図7.33）。測定の結果、
室内実験と比べて伝送特性に1dB程度の劣化はあるもの
の、ほぼ設計通りの伝送ができることを確認した。さら
に、200Mbps級のSHV映像信号の伝送ができること
を確認することで、SHV信号の長距離伝送を実証し
た（188）（189）。

2016年度には、誤り訂正符号に、高度衛星放送伝送方
式（ARIB STD-B44）に用いられているLDPC（Low-
Density Parity-Check） 符 号 を 導 入 し た。 併 せ て １
OFDMフレーム内に、整数個のLDPC符号ブロック

（44,880ビット）を収めることができるようOFDMフ
レームを設計し、データキャリア数とフレーム長を最適
化し、効率的な伝送を実現した（190）。

さらに2017年度に、FFTサイズを2,048ポイントから
４倍の8,192ポイントに拡大することにより、ガードイ
ンターバルに対する有効シンボル長の割合を高くするこ
とで、伝送容量の拡大を図った。また、所要C/Nを低減
するため、誤り訂正のLDPC符号に加え、不均一コンス
タレーションの導入やOFDMパイロット信号レベルの
最適化（191）、ビットインターリーブの改善を行った。こ
れらの改善により、最大伝送容量は現行FPUの55Mbps
と比べて5.7倍の312Mbpsとなり、現行FPUと同一の所
要C/Nという条件では3.6倍の200Mbpsの伝送容量を達
成した。

ARIBに お い て は、 上 記 技 術 を 反 映 し たARIB 
STD-B71「超高精細度テレビジョン放送番組素材伝送用
可搬形マイクロ波帯OFDM方式デジタル無線伝送シス
テム」の新規策定に貢献した。　

以上の研究は、杉之下文康、岡部 聡、居相直彦、鴨
田浩和、熊谷 崇、小山智史、鵜澤史貴、村瀬健治、濱
住啓之、渋谷一彦が主に担当した。

〔鵜澤　史貴、居相　直彦〕

7.5.3 準マイクロ波帯伝送技術
（１）ラジオマイク伝送技術

770MHzから806MHzの700MHz帯の電波を使用して
いた特定ラジオマイクの周波数が、2011年９月の総務省
の周波数再編アクションプランに基づき、地上テレビ
ジ ョ ン 放 送 の ホ ワ イ ト ス ペ ー ス と1.2GHz帯（1240-
1300MHz）に移行することとなった。移行先の周波数
においても、ラジオマイク信号を低遅延かつ安定に伝送
す る た め、 非 圧 縮 音 声 信 号 を 伝 送 す るOFDM 

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式デ
ジタルラジオマイクの研究開発を2011年度から2014年度
まで行った。

2011年度から2012年度は、ユーザー要求条件に基づい
て、遅延時間が1m秒以下でリニアPCM（Pulse Code 
Modulation）の音声が伝送可能な暫定方式を検討した。
伝送方式に、キャリア変調方式16QAM （Quadrature 
Amplitude Modulation）のOFDMを使用し、伝送帯域
幅600kHzで1152kbpsの非圧縮リニアPCM音声を1ms以
下で伝送する（192）。検討結果をふまえてダイバーシティ
受信に対応した伝送実験装置を試作し、圧縮音声信号を
伝送する市販のデジタルラジオマイクの1/3以下となる
1msの伝送遅延時間で伝送できることを確認した。さら
にイヤーモニター用のステレオ伝送方式を検討し、実験
装置の試作と検証を行った（193）。低遅延型ラジオマイク
に関する各種の検討結果を2013年３月に設置された情報
通信審議会の特定ラジオマイク作業班での検討に寄与し
た。

2013年度は、OFDMデジタル方式ラジオマイクの実
験装置を使って、室内（スタジオ内）および屋外での伝
送実験を行い、安定に伝送できることを確認した（194）。
さらに多チャンネル運用が可能な方式として、占有周波
数帯域幅600kHzに加えて288kHzと192kHzのシステムの
伝送パラメーターを検討し、試作機で動作を確認した（195）。
占有帯域幅が600kHz、288kHz、192kHzのOFDMデジ
タル方式は、ラジオマイクの伝送方式として標準規格
ARIB STD-T112 “特定ラジオマイクの陸上移動局の無
線設備（テレビホワイトスペース帯、1.2GHz帯）（1.2
版）” に採用された。

2014年度は、1.2GHz帯を使用する他の無線システム

図7.32　マイクロ波帯4K8K FPUの試作機

図7.33　長距離伝送実験
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の干渉を除去する手法（196）を開発するとともに、実用
化に向けてARIB標準規格STD-T112に準拠したハンド
ヘルド型送信機、ボディーパック型送信機、２チャンネ
ルを同時受信可能な受信機のプロトタイプ機を開発し
た（197）（図 7.34）。

以上の研究は、濱住啓之、田口 誠、伊藤史人、小郷
直人、中村円香、岡野正寛、居相直彦、竹内知明が主に
担当した。

（２）移動伝送用1.2/2.3GHz帯FPU
2011年９月に総務省の周波数再編アクションプランが

改定され、ロードレース中継などで使用される移動伝送
用FPUに関しては、700MHz帯（770 ～ 806MHz）から
1.2GHz帯（1240-1300MHz）及び2.3GHz帯（2330-
2370MHz）へ移行することとなった。技研では2006年
度から2008年度まで総務省の委託研究「800MHz帯映像
素材中継用移動通信システムの高度化のための研究開
発」により、ロードレースの伝搬環境で現行OFDM伝
送方式よりも伝送容量を拡大できる時空間トレリス符号

（STTC：Space-Time Trellis Code） 方 式 のMIMO
（Multiple-Input Multiple-Output）伝送技術を確立して
いた。この委託研究の成果を新周波数帯の1.2/2.3GHz帯
に適用することを検討し、また性能も改善した2×2 
STTC-MIMO送受信装置を2011年度に試作した（198）（図
7.35）。なおこの装置は、総務省の「700MHz帯FPUの
周波数移行に係る技術的条件に関する調査検討」技術試
験事務の一環で行われた京都や箱根などの駅伝コースで
の野外伝送実験で活用された。

MIMO伝送では、送信と受信が見通しとなる伝搬路
において、多重する信号の相関が大きくなり、伝送特性
が劣化することが知られている。そこで、2012年度は、
送信信号の信号点配置を見直して、送信信号間の相関を
小さくする手法を考案した（199）。この提案手法に基づい
て送受信装置を改修した。2012年度も技術試験事務に協
力し、1.2/2.3GHz帯実験試験局と2×2 STTC-MIMO送
受信装置を用いて、京都、広島、びわ湖のロードレース
コースで野外伝送実験を行った（200）。アンテナ間隔や直
交偏波一体型アンテナの使用など送受信アンテナ条件と

伝送特性の関係を調査し、SISO（Single-Input Single-
Output）伝送に対するMIMO伝送の優位性を確認する
とともに、情報通信審議会の技術的条件の検討に寄与し
た。

2013年度は、移行先となる1.2GHz帯または2.3GHz帯
の周波数で課題となる長遅延波や伝搬損失を解決するた
め、FFTサイズとガードインターバル長が従来の２倍
の2Kモードを追加し、４受信アンテナのダイバーシ
ティー受信が可能な2×4 STTC-MIMO送受信装置を開
発した。運用部局と連携して京都、広島、びわ湖の各
ロードレースコースにおいて新周波数での伝送実験を実
施し、直交八木アンテナで追尾した場合のMIMOの受
信特性など、周波数移行に向けた基礎データの取得を進
めた。また、（一社）電波産業会（ARIB）における標
準化に寄与し、技研が研究を進めてきたSTTC-MIMO
方式を採用した標準規格ARIB STD-B57が策定された。
この伝送方式は、移動環境においてもAVC/H.264符号
化ハイビジョン映像をITU勧告の所要映像ビットレート
35Mbpsで安定に伝送することが可能である。さらに、
多数の受信基地局を配置する大規模ロードレース中継に
対応するために、最大16の受信信号から最適な４つの受
信信号を選択して復調する2×（16,4） STTC-MIMO復調
装置を試作し、技研周辺で2.3GHz帯の移動伝送実験を
行った。垂直偏波、斜め偏波、円偏波、受信アンテナ数
などのアンテナ構成の違いによる伝送特性を比較し、
STTC-MIMO方式に適したアンテナ構成について調査
した（201）。また、試作装置に対して、新周波数帯FPUの

図7.34　OFDM方式デジタルラジオマイク

ボディーパック型送信機

ハンドヘルド型送信機

受信機

図7.35　1.2/2.3GHz帯FPU
（b）受信装置

（a）送信装置
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標準規格（ARIB STD-B57）に新たに加わったパラメー
タ ー を 実 装 す る 改 修 を 行 い、 検 証 機 と し てARIB 
STD-B57に準拠した商用機のメーカー間互換性試験に
おいて活用された。

2014年度も引き続きFPUメーカーに対して新周波数
用MIMO-FPU（202-203）の製品化に向けた技術協力を行っ
た。

以上の研究は、池田哲臣、居相直彦、中川孝之、鵜澤
史貴、光山和彦、小郷直人が主に担当した。

（３）マクロダイバーシティ受信システム
ロードレースなどの移動中継において、伝送容量や伝

送エリアの拡大を目指し、コース上に散在して配置され
る受信基地局からの信号を最大16ブランチまで入力でき
る移動伝送FPU用の16入力基地局MIMO受信装置を
2010年度に新たに開発した（204）。この受信装置は、従来
のOFDM-FPUと、 実 験 装 置 の 空 間 多 重 方 式MIMO-
OFDMの２つの伝送信号に対応している。各受信基地
局からの信号が線路長の異なる光ファイバーで伝送され
る場合であっても、遅延時間差（最大160km分に相当）
を補正した後、最適な４ブランチを選択・合成して復調
することが可能であり、マクロダイバーシティ効果によ
り、高い回線信頼性を広い伝送エリアにわたって実現す
ることができる。またMIMO伝送モードでは、伝送容
量と回線信頼性の向上を図るため、受信電力だけでなく、
チャンネル間相関も考慮した高度なブランチ選択アルゴ
リズムを実装した（205）。本受信装置は、マイクロ波帯
FPUを使用したカメラバイクからの映像伝送の受信装
置として、びわ湖毎日マラソンの放送中継で使用され
た（206）。

2011年度はハーフモード（帯域幅8.5MHz）対応、信
号同期の強化や入出力インターフェースの改良を行った
マクロダイバーシティ受信装置を新たに試作した（207）

（図7.36）。本装置は、ロードレース中継やゴルフ中継に
使用され、安定した映像伝送に成功するとともに、シン
プルなシステムの実現など運用性の向上にも貢献し
た（208）。

マクロダイバーシティ受信装置を運用している中で、
直接波が支配的で受信品質の良好なブランチと、受信電
力や受信CNRは大きいがシンボル間干渉の原因となる
ガードインターバル長を超える遅延波を受信するブラン
チが混在する伝搬路では、所望の合成ダイバーシティ効
果が得られず、信号合成後の受信品質が大きく劣化する
現象が発生した。2013年度は、上記伝搬路でも良好な受
信特性が得られる方法を検討し、特性を調査した。
OFDM-FPUの送信信号に挿入されているDBPSK変調さ
れたTMCCキャリアを用いて各ブランチの変調誤差比

（MER）を測定し、MERの平方根を重み付け係数とし
て受信信号に乗算する補正方式を提案した。この方式を
実装したマクロダイバーシティ受信装置を試作し、
フェージングシミュレータを用いて提案方式と従来方式
の２ブランチのダイバーシティ受信特性を比較した。提
案方式では大きく劣化せず、良好な受信特性が得られる
ことを確認した（209）。新たに実装した提案方式でマクロ
ダイバーシティ受信システムを番組運用し、従来課題で
あった部分だけでなく、これまで問題なかった部分でも
トラブルなく中継できることが確認された。

以上の研究は、光山和彦、池田哲臣、鵜澤史貴、居相
直彦が主に担当した。

（４）移動伝送用1.2/2.3GHz帯4K8K FPU
1.2/2.3GHz帯の電波を使って4K・8Kの移動中継を実

現するため、TDD（Time Division Duplex）による4×
4（４送信４受信）の適応送信制御MIMO方式を用いた
FPUの研究開発を2014年度から行った。

2014 ～ 2017年度は、総務省の委託研究「次世代映像
素材伝送の実現に向けた高効率周波数利用技術に関する
研究開発」を受託して実施した。変動する伝搬環境に応
じて動的に送信ビームや変調方式・電力配分を適応制御

図7.36　マクロダイバーシティ受信装置
（b）受信品質監視画面

（a）受信装置
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す るMIMO固 有 モ ー ド 伝 送 を 実 現 す る た め、MER
（Modulation Error Ratio）を指標とした適応送信制御ア
ルゴリズムや、基地局からフィードバックする制御情報
の削減手法の検討、フィードバックのためのTDDフ
レームの設計と遅延による影響の評価など、装置化に向
けた基礎検討を行った（210-212）。また、変動する伝送路の
品質に応じて適応的に誤り訂正符号の符号化率を制御す
る手法の検討を進めた。誤り訂正符号として、外符号に
リード・ソロモン符号（204，188）、内符号に原符号の
符号化率が1/3のターボ符号を導入し、伝搬環境に応じ
てターボ符号のパリティービット量を動的に制御する
レートマッチング技術を考案するとともに、連接符号の
特性を向上させるための符号間インターリーバーに関す
る検討も進めた（213）。上記の提案技術を実装したOFDM
方式の変復調を行う送受信制御部を試作し、またTDD
に対応した2.3GHz帯の高周波部および電力増幅部の試
作を行い、実験局免許を取得して野外伝送実験による実
証 を 重 ね た（214-215）。 委 託 研 究 最 終 の2017年 度 に は、
OFDMの１サブキャリアあたり16bitの情報量の伝送が
可能となり、現行のハイビジョンFPUと同じ信号帯域
幅を維持しながら、約３倍となる145Mbpsの最大伝送
レートを達成した。また、H.265/HEVCコーデックの符
号化レートをFPUから制御し、移動する車両に搭載し
た8Kカメラの映像信号を、約1km先の距離まで破綻な
く伝送できることを実証した （216）（図7.37）。

委託研究で一定の成果が得られたことから、2018年度
からは実用化に向けて電波法関連規則の制度改正を推進
した。総務省技術試験事務「1.2GHz帯等における4K・
8K用FPU導入のための技術的条件に関する調査検討会」
を通して技術的条件や共用条件の検討に寄与し、総務省
情報通信審議会において1.2/2.3GHz帯FPUの高度化に関
する技術的条件が答申され、無線設備規則等の制度が改
正され、またARIBにおいては標準規格の作成に寄与し、
1.2/2.3GHz帯高度化FPUの方式がARIB STD-B75「高精
細度テレビジョン放送番組素材伝送用可搬形準マイクロ
波帯OFDM方式デジタル無線伝送システム」として新
しく策定された。

2019年度は、実用化・規格化と並行して更なる伝送容
量の拡大を目指して、OFDM信号の１キャリアあたり
に割り当てる情報量を従来の16ビットから20ビットに拡
大する実験装置を試作し、野外伝送実験において最大伝
送レート180Mbpsを達成した（217）。さらに、試作装置に
HARQ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）による誤
り耐性の改善と、IPパケット伝送機能の実装を進め、双
方向伝送の利点を活かした更なる高機能化に取り組んだ。

この研究は、池田哲臣、斉藤知弘、居相直彦、中川孝
之、光山和彦、鵜澤史貴、熊谷 崇、伊藤史人、佐藤貴

弘が主に担当した。
〔居相　直彦、中川　孝之、伊藤　史人〕

7.5.4 電波カメラ、電波防護
（１）電波テレビカメラ技術

被写体に60GHz帯の電波を照射し、反射してきた電波
を受信することにより画像を得る電波テレビカメラの研
究を2005年度から開始しており、2011年度まで実施した。

2010年度は、2009年度に試作した第２世代電波テレビ
カメラ装置の評価を行った。第２世代電波テレビカメラ
装置では、送信アンテナに小型のホーンアンテナを用い、
受信アンテナには160×160個の小さな反射素子から構成
され、各素子で反射する電波の位相をPINダイオードで
個々に制御してビームを電子的に高速に走査する大型リ
フレクトアレーアンテナを開発して実装した。撮影実験
の結果、フレーム周波数は2.3Hzであり（218）、第１世代
電波テレビカメラ装置と比べて23倍の高速化を達成し、
人間のゆっくりとした動作などの撮影が可能なことを確
認した。しかし、得られた撮影画像では、被写体の背景

図7.37　4×4 TDD-SVD-MIMO方式による8K映像の移動伝送実験

電力増幅部

偏波共用アンテナ×2

8K モニタ受信監視画面

送受信制御部

送受信高周波部 8K HEVC
デコーダ

（b）　基地局側設備

アンテナ×4

電力増幅部 8K HEVC
エンコーダ

8Kカメラ

送受信制御部

送受信高周波部

（a）移動局側設備
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にノイズが存在するため、被写体の輪郭が不鮮明となる
ことがわかった。この主な原因は、送信信号を小型の
ホーンアンテナを用いて画角全体に照射していたため、
大型のリフレクトアレーアンテナの細い受信ビームに付
随するサイドローブによって、不要な方向からの反射波
が受信されていたためであった。この問題を解決するた
めに、リフレクトアレーアンテナを送信と受信で共用す
ることにした。アンテナを共用する場合には、送信機と
受信機の間のアイソレーションが劣化するため、送信信
号の受信機への漏れ込みの問題に対処する必要があった。
そこで、送信信号の波形に工夫を加えるとともに、シン
グルダイオードミキサーを用いた簡易な受信回路構成に
よって、漏れ込み信号を積極的に活用することとし、ア
ンテナの共用を実現した（219）。この結果、例えば、距離
2mのプラスチック製マネキンを被写体とした場合には、
約10dBの背景ノイズの低減ができた。これにより、被写
体の輪郭がより鮮明になり、撮影画質の改善を実現した。

2011年度は、放送への応用を目指し、特に画像表示方
法の改善を進めた。被写体の各画素の位置を、方位角、
仰角に加えて奥行き距離の３次元で計測できる特徴を利
用して、各画素を透視投影によって画面上に描画し、撮
影している３次元空間の様子を直感的に把握できるよう
にした（220）（図7.38）。また、被写体がわずかに動いた
だけでも反射電波の位相が大きく変化することを利用し
て、被写体の微小な動きを画素ごとに検出し、色分け表
示するようにした（221）（図7.38の赤色画素）。これによ
り、動体と静物との識別が可能になった。

さらに、数～ 10mの距離のマネキンや人間などの被
写体が、霧、煙、炎によって隠され、肉眼や通常のカメ
ラで全く見ることができなくても、電波テレビカメラで
撮影できること、被写体の微小な動きの検出でマネキン
と人間の識別が可能なことを実証実験で確認した（222）。

以上の研究は、九鬼孝夫、杉之下文康、鴨田浩和、津
持 純が主に担当した。

（２）電波防護に向けた電磁界解析技術
無線機器からの電波の人体への電磁波曝露の影響が懸

念されており、新たに無線システムが制度化される際に
は、電波の人体への電磁波曝露の影響が検討されている。
放送事業用無線設備の周波数移行に合わせて、電磁界解
析技術を用いて人体への影響を精密に評価する技術の研
究を2011年度、2012年度に実施した。

2011年度と2012年度にラジオマイクを人体近傍に設置
した際の放射特性に対する人体の影響の検討を行った。
マイクと送信機が一体になった「ハンド型」とマイクと
送信機が分離した「２ピース型」を対象に、試作した人
体ファントムと数値人体モデルを用いて評価した（223，224）。
その結果、人体に吸収される電波のエネルギー量を表す
比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）が電波防
護指針の値を下回ることを確認した（224）。

さらに2012年度には、移動伝送用FPUの周波数移行
に向けたSARの解析、連絡無線の運用における放射特
性とSARの解析を行った。移動伝送用FPUの周波数移
行では送信電力が1.2GHz帯で25W、2.3GHz帯では40W
に高出力化され、送信アンテナ近傍での電磁波曝露量が
大きくなることが想定されるため、これらの周波数帯の
FPUの運用における電波防護に向けたSAR解析を行っ
た（図7.39）。その結果、送信アンテナから30cm以上離
れることで電波防護指針を満足することを確認した（225）。

また2012年度には、VHF帯、UHF帯の放送事業用連
絡無線の運用における放射特性とSARの解析も実施し
た。腕の影響を考慮することにより、アンテナ利得に差
が生じることや、アンテナと人体の距離を10cm程度離
すことで電磁波曝露量を携帯電話に近い値まで小さくで
きることなどがわかった（226）。

以上の研究は、小郷直人、池田哲臣、濱住啓之が主に
担当した。

〔中川　孝之、居相　直彦〕

図7.38　電波カメラによる撮影画像

 

静止しているつもりの人間でも、微小な動きを
検出した画素である赤い点が多く現れている。

図7.39　FPUの運用におけるSAR解析モデル

距離

送信アンテナ

無限グランド
（完全導体）

数値人体モデル
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7.6 ネットワーク利用制作システム
7.6.1 インターネット映像素材伝送技術

さまざまなIPネットワークを活用した映像素材伝送技
術の研究開発を2010年度から2014年度まで行った。

（１）インターネットを利用した映像素材伝送
ネットワークが混雑しても映像を途切れさせない高信

頼なライブ映像伝送技術の開発を2009年度から継続した。
2010年度は、2009年度に実用化したパケットロス発生状
況等から推定した利用可能帯域を基に動的に映像の圧縮
率を制御するIP伝送装置（227）の現場導入が進み、報道
室からの顔出し映像の中継などに活用された。また、端
末数と利用可能帯域に応じて動的に圧縮率を制御し、映
像素材を複数端末に安定伝送する映像分配システムを開
発した（228）。2011年度は、ライブ映像伝送の低遅延化に
向けて、混雑状況を勘案して伝送データを複数の通信経
路に振り分ける遅延抑制手法を開発した（229）。2012年度
には、複数回線を集約し、広帯域伝送を可能とする手法
を開発した（230）。また映像取材網のIP化に向けて、帯域
の利用状況を確認しながら、映像素材の優先順位に従っ
て伝送レートを制御する手法を開発した（231）（図7.40）。
2014年度には、報道拠点等で収録、蓄積したカメラ映像
を分割並列伝送することにより高画質の映像伝送が可能
な蓄積映像伝送装置を開発し、放送現場に導入され
た（232）。

（２）無線LANを利用した映像素材伝送
無線IP回線を利用した素材伝送技術の開発を2011年度

から開始した。無線LANによる途切れのない移動中継
の実現に向けて、無線LAN装置のリンク情報を活用し
たエンコードレート制御や、複数の無線LAN装置によ
り冗長経路を構築し、無線遮断時には予備系に切り替え
る手法を開発した（233）。2012年度は、ロードレースの一
部コースを利用した屋外伝送評価実験で同手法の有効性
を確認した（234）。2013年度には、無線LANアダプターか

ら取得した伝送パラメータを基に動的にエンコードレー
トを制御する手法を開発し、取材カメラに取り付け可能
な小型伝送装置として実用化した（235）。また、モバイル
データ通信を利用したファイル伝送の高速化に向けて、
遅延増加を抑制可能なTCP制御手法を開発した（236）。
2014年度には、青色LEDを利用して水中カメラの映像
を安定に伝送する水中ワイヤレスIP伝送装置を開発し
た（237）。

この研究は、山本 真、遠藤洋介、青木勝典、石川清
彦、山本正男、小田周平、黒住正顕、小山智史が主に担
当した。

〔西村　敏〕

7.6.2 IPリモートプロダクション技術
放送局の番組制作システムとして、従来SDI（Serial 

Digital Interface）信号を機器間インターフェースとし
てシステムが構築されていたが、2010年代半ば以降、IP

（Internet Protocol）信号をインターフェースとしたシ
ステムへの移行が世界的に検討され、2020年時点では一
部は実施されている。放送機材の低コスト化や、映像や
音声など種々の信号を１本のケーブルに多重伝送する効
率化、さらには、ネットワークの特性を生かした遠隔地
からの番組制作（リモートプロダクション）などによる
新しい番組制作ワークフローの実現などがメリットとし
て期待されている。技研では、2016年度から、ライブ番
組に対応したIP番組制作システムの研究を進めた。

（１）IPリモートプロダクションの制御方式
IPネットワークを活用した番組制作システムでは、IP

ネットワークに接続した機器を自動的に発見したり、機
器を遠隔地から制御したりする機能を実現できる。番組
制作システムはさまざまなベンダーの機器を用いて構成
するため、各ベンダーに共通の制御方式が必要となる。
制御方式の議論・標準化を行う国際的な組織AMWA

（Advanced Media Workflow Association）の規格であ
るNMOS（Networked Media Open Specifications） の
会議に2016年度から参加し、提案技術の検証・拡張を
行った。

複数のスタジオからスロー再生装置などの希少な機器
を共有するといった場合、制御の競合が発生する可能性
がある。そこで、AMWA NMOSで規格化された制御
APIを拡張し、制御メッセージに機器の利用時刻や許可
された制御内容などの情報を埋め込み受信機器で内容を
検証することができる方式を提案した（図7.41）。制御
権の付与は外部サーバー（リソースプロバイダー）で行
い、制御が許可された内容（認可情報）はJson Web 
Token （JWT） 形式で設備制御アプリケーション（番組図7.40　ライブ映像受信画質確認モニターと帯域の利用状況モニター
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コントローラー）に通知される。設備制御アプリケー
ションが制御内容とともに認可情報を設備に送信すると、
設備は認可情報を検証し、検証が成功した場合のみ制御
を実施する。この仕組みによりその時間帯に認可された
番組コントローラー以外の制御は実行されなくなる。提
案方式では認可情報の管理を外部サーバーで実施するた
め、制作機器の実装に与える影響を小さくすることがで
きる。拡張した制御APIを利用し、制作スケジュールに
合わせて機器制御の認可情報を管理するリソースプロバ
イダーを2016年度に試作した（238）。

IP化した番組制作システムでは、接続した機器間をIP
アドレス等に基づいて、ケーブルのつなぎ替えを行うこ
となく信号伝送できることが期待される。しかし、IPパ
ケットが到達するだけでは機器は動作せず、伝送する情
報のフォーマットや機器制御方式が異なる機器間ではIP
パケットの送受信は可能であっても処理することができ
な い。IP化 が も た ら す メ リ ッ ト を 生 か す た め に は、
フォーマットや制御方式も含めた相互接続性を実現する
ことが重要である。そこで、フォーマットや制御方式を
変換する仕組みを開発し、異なる方式を用いる機器の相
互接続運用を実現する変換装置を2017年度に試作した。

NHK内で回線マトリクスとして整備が進むIPビデオ
ルーター（以下IPVR）では、番組素材の伝送フォーマッ
トとして、映像・音声をSDIに多重してそれをIP化して
伝送するSMPTE ST2022-6方式が用いられており、制御
方式としてはベンダー固有の方式が用いられている。一
方、IP番組制作システム向けには、伝送フォーマットは
映像・音声を独立して伝送するSMPTE ST2110方式、
制御方式は前述の通りオープンスタンダードである
AMWA NMOSが有望視されている。2017年度の試作装
置は上記IPVRシステムと番組制作システムの相互変換
を行う。

この研究は、小山智史、小田周平、川本潤一郎、倉掛
卓也、遠藤洋介が主に担当した。

（２）IPフローリアルタイム監視技術
番組制作システムにIPネットワークを導入すると、リ

モートプロダクションやリソースシェアなど新しい機能
を実現できる一方で、IPネットワークの構築・監視を行
う仕組みも必須となる。放送エンジニアによるIPネット
ワークの構築・運用をサポートするため、ネットワーク
機器の設定情報とフローの伝送状態を収集し可視化する
システム監視ツールの開発を2018年度より進めた。

IPネットワークはSDIと異なり一つの回線を複数の映
像や音声素材で共有できる一方で、輻輳などによりパ
ケット損失やジッターが発生するという課題がある。そ
のため、IPパケットレベルでの信号品質の監視が必要で
あり、IPフローをリアルタイムで監視できる装置を2018
年度に開発した（239）。本装置はIPパケットからヘッダー
情報を抜き出すハードウェアと、ヘッダー情報を解析す
るソフトウェアにより構成される。ヘッダー情報のみを
処理対象とすることで、10GbE回線を16本同時に監視す
ることが可能である。また、解析ソフトウェアにより、
ジッターやパケットロスなどの基本的な指標の他、伝送
遅延や制御信号のやり取りをIPフロー毎に可視化して提
示することができる。

2018年度には、IPライブプロダクション用機器間の相
互接続性確認やIPリモート制作における課題抽出を目的
として、さまざまなベンダーのIP対応番組制作機器を用
いてIPライブプロダクション技術検証を実施しており、
本装置によりIPネットワークに流れる信号のリアルタイ
ム監視を行い、回線輻輳の原因特定などに活用できた。

2019年度は、ネットワーク機器から得られる設定情報
とIPフロー監視装置から得られる測定データを収集して
可視化するアプリケーションを開発した（240）。これまで
ネットワーク構築や障害対応でネットワークスイッチの
設定状態を確認するためには、ネットワークスイッチに
ログインしてコマンドを入力していたが、試作したシス
テム監視ツールではコマンドを打ち込むことなくリアル

図7.41　リソース制御の認可方式

④

①②
③

④

リソース
プロバイダー

番組A
コントローラー

番組B
コントローラー

{“認可情報”:“XXXX”} {“検証用鍵”:“XXXX”}

① 検証用鍵のインストール
② リソースの予約
③ 認可情報の取得
④ 認可情報と機器制御メッセージを送信
⑤ 認可情報を検査し、正当な制御のみ実行

{“認可情報”
 “制御対象”
 “送信映像”

 :“XXXX”
 :“スロー再生装置１”
 :“クリップ１”}

{“認可情報”
 “制御対象”
 “送信映像”

 :“YYYY”
 :“スロー再生装置１”
 :“クリップ２”}

⑤

スロー再生装置１

{“番組タイトル”
 “開始時刻”
 “終了時刻”
 “設備ID”

: “番組A”
: “10:00:00”
: “11:00:00”
: “SW1, Cam1…”}
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タイムに状態を確認できる。また、映像・音声伝送に用
いられるマルチキャストフローの伝送状態を確認するた
めには複数のネットワークスイッチを操作したり、実際
のトラフィックをキャプチャーしたりする必要があるが、
試作した監視ツールによって１度の操作でネットワーク
スイッチの設定と測定データを可視化し、異常の有無を
判定することが可能になった（図7.42）。（a）がスイッチ
内部の設定状態を一覧する監視画面例で、「個々の物理
ポートがどのVLANに所属しているか」や「IPレイヤー
の接続の状態」を一覧できるようにしている。（b）は、
IPマルチキャストのルーティングの状態と実際のIPフ
ローの状態を一覧できるようにした監視画面例で、ルー
ティングの状態を矢印で、そこに実際に流れているフ
ローの有無やレート、パケット損失の有無などを矢印の
色や数値で表している。

この研究は、斎藤恭一、川本潤一郎、小田周平、小山
智史、河原木政宏、白戸 諒、倉掛卓也が主に担当した。

（３）軽圧縮8K信号IP伝送方式
IPリモートプロダクションの実現には、①中継現場の

高画質な番組素材映像を放送局側でほぼリアルタイムに
共有すること、②映像・音声以外の制御系や連絡系など
番組制作に必要な信号も双方向にやり取りすることの２
つの要件が求められる。番組素材信号としては、カメラ

から出力された非圧縮信号を伝送することが望ましいが、
非圧縮信号は大容量であり、そのまま伝送する場合には、
ケーブル本数や回線コストが増大し、効率的な番組制作
が難しい。そこで、8K信号を軽圧縮してIP伝送する方
式に関する研究を2016年度から開始した。

従来の8Kライブ番組制作では中継現場から放送局ま
での伝送距離によって、２種類の異なる伝送装置が用い
られていた。100km程度までの伝送には非圧縮8K伝送
装置が、それを超えるような距離では、HEVCなどの圧
縮比の非常に大きな圧縮技術を用いて8K番組素材を数
百Mbps程度に圧縮し、１ギガビットイーサネット

（GbE）回線で伝送する圧縮8K伝送装置が用いられてい
た。非圧縮8K伝送装置は、高画質・低遅延で8K番組素
材を伝送できるが、SDI伝送のため、中継現場からの音
声など他の信号や、放送局側からの送り返しや連絡系な
どを伝送する回線を、映像回線とは別に準備する必要が
あった。圧縮8K伝送装置では、圧縮による画質劣化や、
数秒の処理遅延時間が生じるため、中継現場と放送局の
双方で高画質な8K番組素材をほぼリアルタイムに共有
することが難しかった。軽圧縮8K信号IP伝送装置（241）

では、伝送距離によらず、比較的安価な10GbEの回線を
用いて、高画質・低遅延で8K番組素材を伝送でき、IP
回線を用いることで双方向に柔軟な信号伝送が可能とな
る（図7.43）。本装置の開発によって、前述したリモー
トプロダクションで必要となる２つの要件を実現できる
ため、これまで難しかった放送局側からの8Kライブ番
組制作が可能となる。

2016年度には、IP伝送のための送受信機間の同期に関
して、IEEE 1588規格のPTP（Precision Time Protocol）
を用いた、素材信号のクロック同期性能の検証を行った。
PTPは、マスターとスレーブで構成され、双方がPTP
パケットを通信してマスターの高精度な時刻にスレーブ
の時刻を合わせることで機器間のクロック同期を実現す
る。PTPのクロック同期性能には、伝送路中のネット
ワークスイッチで生じるPTPパケットの伝送遅延が影
響を与える。検証実験により、イーサネットスイッチの
縦続接続台数および伝送帯域と同期性能の関係を確認し
た。本検討結果を踏まえて、PTPクロック同期機能を実
装した非圧縮8K素材信号のIP伝送装置を開発し、PTP

図7.42　ネットワーク監視画面表示例
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図7.43　軽圧縮8K IP伝送装置の適用領域
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クロック同期によって安定して非圧縮8K素材信号を伝
送できることを確認した。

2017年度には、上述した非圧縮伝送装置の軽圧縮に関
する機能拡張を行った。本装置では、非圧縮相当の高画
質を維持しつつ低遅延で狭帯域伝送が可能となる。例え
ば、8K番組素材信号（４：２：２サンプリング、60Hzフ
レーム、映像帯域40Gbps）を1/5に軽圧縮（圧縮後の映
像帯域8Gbps）した場合、汎用的な10Gbイーサネットを
用いた回線１本での伝送が実現できる。室内実験の結果、
軽圧縮された8K信号が高画質・低遅延で安定的に伝送
可能なことを確認できた。

本装置を用いたフィールド検証にも取り組んだ（242，243）。
2018年５月のNHK技研公開では、中継現場に設置した
8Kカメラから出力された映像を軽圧縮8K IP伝送装置で
圧縮して10GbEの回線１本で1000km伝送し、放送局側

（技研）で復元した映像を8Kモニタに表示した。伝送路
は（株）インターネットイニシアティブ（IIJ）が提供
する商用IPネットワークを用いた。伝送遅延は10ms以
下であり、要求条件である１映像フレーム時間を十分下
回る値であった。放送局側にある8Kカメラリモートコ
ントローラで1000km先の中継現場の8Kカメラを制御し、
制御結果が即座に反映された安定した8K映像をリアル
タイムに8Kモニタ上で確認できた。この結果、長距離
の8Kリモートプロダクションの実現が可能であること
を実証できた。

素材伝送に用いるIP回線は、他事業者の信号も同じ回
線に多重して伝送されるため、回線調達コスト上のメ
リットが得られる一方で、回線の輻輳や保守による経路
の切替時でも、番組素材信号を安定伝送できることが課
題となる。そこで、2018年度には、軽圧縮8K IP伝送装
置に高信頼化機能を追加した（244）。具体的には、輻輳な
どの回線品質劣化時の対策として、バースト的なパケッ
トロスに強いパケットロス訂正符号化を実装した。また、
経路の切替時の対策として、送受信間でIP信号の冗長化
とパケットバッファリング時間を可変に設定できる機能
も実装した。伝送路誤りを模擬する装置を使った室内実
験において、パケットロスを生じさせても、本機能の追
加により安定的に映像伝送可能なことを確認できた。

軽圧縮IP伝送装置をさらに発展させ、１台の伝送装置
で2K/4K/8Kのマルチフォーマットに対応可能とする検
討を2018年度に開始した。4K/8K映像素材を複数の2K
映像素材に分割した上で、2K映像フォーマットに統一
して高画質かつ低遅延な圧縮復号を行う映像分割方式の
検討を行った。2019年度は、映像をライン単位で分割す
る新たな方式を検討し、従来の画素単位で分割する方式
との圧縮復号の性能を比較した（245）。その結果、ライン
単位の分割方式ではPSNR（Peak Signal-to-Noise Ratio）

値を2 ～ 6dB程度改善できることが分かった。また、本
方式を実装した装置を試作し、2K/4K映像を１台の装置
で伝送できることを確認した。

この研究は、川本潤一郎、倉掛卓也、遠藤洋介、小田
周平、小山智史、斎藤恭一、河原木政宏、白戸 諒が主
に担当した。

（４）非圧縮8K分割IP伝送方式
番組制作システムのIP化の先には、機能の柔軟な変更

やリソースの柔軟な増減が可能になることや、汎用ハー
ドウェアの利用による更なる低コスト化への期待から、
設備のソフトウェア化、クラウド化といった方向に進む
ことが予想されている。

設備のソフトウェア化に繋がる検討として、非圧縮
8K映像を複数の2K映像に分割して複数のIPフローとし
て伝送する方式、および個々の2K映像を扱えるソフト
ウェアの映像スイッチャーを2017年度から2018年度にか
けて開発した（246）。

本伝送方式を用いることにより、一つのIPフローとして
伝送する場合には高価な100GbE（100 Giga-bit Ethernet）
回線が必要な非圧縮8K映像を10GbE/25GbEといった普
及していて確保しやすい回線を複数用いて伝送可能とな
る。さらに、分割した2K映像は、2Kディスプレイにプ
レビュー用として表示したり、スイッチング処理を行っ
た り と 通 常 の2K対 応 機 器 で 処 理 が で き る た め、
2K/4K/8K制作で設備を共用することが可能となる。

2K映像を扱えるソフトウェアの映像スイッチャーは
汎用サーバーで複数動作可能なように実装した。上述し
た分割伝送方式と組み合わせることで、2K映像のスイッ
チングを行う場合は一つのソフト、8K映像のスイッチ
ングを行う場合は16個のソフトを並列で動作させること
により、同じソフトウェアの利用個数を変化させること
で、2K映像のスイッチング、8K映像のスイッチングが
可能なことを実証した。これにより将来のクラウド化で

「2K/4K/8K制作で設備を共用」が実現できる可能性を
示した。

技研公開2018やInter BEE 2018で本方式を利用したス
イッチングシステムを展示したほか、SMPTE Annual 
Conference 2018で本方式について発表を行った（247）。

この研究は、斎藤恭一、川本潤一郎、小山智史、河原
木政宏、倉掛卓也が主に担当した。

〔小山　智史、川本　潤一郎、倉掛　卓也〕

7.6.3 中継現場におけるIP活用無線技術
IP技術を活用する番組制作システムに無線技術を導入

し、番組制作の効率化をさらに進めるため、中継現場に
おける無線信号のIP伝送技術の研究と、IP無線化技術の
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研究を2016年度から取り組んだ。

（１）無線信号のIP伝送技術
ワイヤレスカメラシステムでは、カメラマンが移動し

ても安定に受信するため、無線基地局を数か所設置し、
それらで受信した無線信号を合成するダイバーシティ受
信システムを構築する。高周波信号を伝送するため、利
用の都度、専用の光ファイバーとアナログ光伝送装置を
用いて受信システムを構築する必要があり、設置の負担
が大きかった。

そこで、2016年度より、無線IF（Intermediate Frequency）
信号をデジタル化しIPネットワークで伝送するイーサ
ネットIF伝送システムの開発に着手した。汎用のLAN

（Local Area Network）の機材やネットワークをそのま
ま利用できるため設置が簡単で、デジタル化により調整
も簡単である（248）。

無線信号を高精度にデジタル伝送するには、送信装置
と受信装置のクロックを高精度に同期させる必要がある。
このため、デジタル化した無線信号を運ぶパケットの送
信時刻と受信時刻を比較し、送信装置と受信装置のク
ロックの誤差を常に精密に計測できる手法を開発した。
クロック誤差の短時間・精密計測が可能なため、IP通信
を開始してすぐに精密なクロック同期が確立し、すぐに
安定した信号を得られる特長を持つ。

原理確認のため実験装置を試作し、マイクロ波帯
FPUのIF信号を用いた伝送実験の結果、44dBの等価CN
比（ 搬 送 波 電 力 対 雑 音 電 力 比 ） の 性 能 が 得 ら れ、
1024QAM（Quadrature Amplitude Modulation）等の
超多値変調への適用の見通しを得た。

技研公開2018において、３か所の受信基地局によるワ
イヤレスカメラシステムを構築し、ワイヤレスカメラが
地下駐車場を周回移動しても途切れることなく受信でき
ることを検証した（249）。開発技術に基づきミリ波帯ワイ
ヤレスカメラに対応するイーサネットIF伝送装置を開
発し（図7.44）、技研公開2019にてスーパーハイビジョ
ンワイヤレスカメラのシステムとして展示した。

2019年度には、ハイビジョンのワイヤレスカメラへの
対応を進め、中継現場における運用性向上のため、無線
基地局とイーサネットIF伝送装置、イーサネットハブ
を小型一体化したIP無線基地局を開発した。パケット中
継機能をもつため、撮影ポイントが変更になり基地局の
追加・移設が必要となっても、既設基地局までケーブル
を張るだけで設置を完了することができる。

（２）中継現場のIP無線化技術
番組制作の各種信号を束ねて無線伝送できるコンパク

トな伝送装置を用いて中継現場をケーブルレス化できれ

ば、ケーブル敷設や結線作業を大幅に削減できる。従来
のFPU（Field Pick-up Unit：無線伝送装置）は映像・
音声など各種信号をTS（Transport Stream）形式で伝
送しているため、制御信号やインカムなど各種信号を送
るには、FPUのTS信号（本線信号）に多重するかAUX

（外部入力）信号に変換する装置が必要であった。番組
制作機器についてもIP（Internet Protocol）通信への対
応が進んでいることから、2018年度より番組制作で用い
る各種信号をIPで束ねて既存のFPUで無線伝送するIP
マルチボックスの開発に着手した。

ケーブルレス化には、カメラ映像や音声等の本線系の
信号に加え、カメラ制御信号やリターン映像、インカム
信号等もあわせて伝送する必要がある。これら本線系以
外の信号をそのまま多重すると本線信号の欠損や遅延増
加が発生する。また、IP信号は多重されてしまうと、本
線もそれ以外の信号も区別がつかず、本線信号の保護の
状態がわかりにくい。そこで、本線系と雑用系に二分し、
確実にQoS（Quality of Service）を確保できる装置を
2019年度に試作した（図7.45）。

ま た、IP番 組 制 作 で は 機 器 の 同 期 に 用 い るPTP 
（Precision Time Protocol）の伝送も必要となる。PTPは、
パケットの伝送遅延時間変動によって時刻同期精度が大
きく劣化するため、伝送遅延時間変動の影響を補正する
仕組みの開発に取り組んだ。無線通信の同期処理を利用
して対向する無線装置の時刻を同期させたのち、PTPパ
ケットの伝送遅延時間変動を補正する手法を考案し、計
算機シミュレーションにより時刻同期精度の改善効果を
確認した（250）。

この研究は、濱住啓之、青木勝典、今村浩一郎、鵜澤
史貴、村瀬健治が主に担当した。

〔青木　勝典、今村　浩一郎〕

図7.45　IPマルチボックス試作装置

図7.44　イーサネットIF伝送装置
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7.7 メタスタジオ基盤技術
今後、AR（拡張現実）やVR（仮想現実）、3Dなど視

聴形態の多様化や映像表現の高度化が想定されている。
これらに対応した効率的なコンテンツ制作環境を構築す
るため、映像やセンサーを利用して被写体の３次元モデ
ルなどさまざまな情報を取得する「メタスタジオ基盤技
術」の研究開発を、2019年度より進めた。

4Kカメラ９台を用いて３次元モデルを生成する基礎
実験を行い、メタスタジオにおけるカメラ配置の指針を
得た。本指針に基づき、直径約8mの半球状計測ドーム
を構築し、4Kカメラ16台を配置して撮影実験を行った。
また、舞台には不要な反射音を吸収するための音響設計
を施し、マイクロホンを自由に設置可能な構造とした。

人物や物体をセンシングして３次元モデルを生成し、
それを自由な視点から見ることのできるシステムの開発
を行っている。一般的に、実世界の被写体の形状や表面
の模様を計測し、３次元モデルを再構築して２次元画像
にレンダリングした結果は、その被写体を直接撮影した
画像と同じにはならない。この要因として、計測時に生
じる形状の誤差や、完全に計測することが難しい反射特
性などの要素が存在することが挙げられる。2019年度は、
予め作成された３次元モデルを対象とし、深層学習の一
種である敵対的生成ネットワークを用いて、自然で写実
的な自由視点画像に変換するシステムを試作した（図
7.46）（251）。人物のポーズの不自然な変形や身体部位の
欠損などの悪影響を抑えながら、陰影や手足の末端など
ディティールに関しては写実的に変換するネットワーク
を実現した。

この研究は、三ツ峰秀樹、洗井 淳、三須俊枝、杉本
岳大、盛岡寛史、荒井敦志、杉之下太一が主に担当した。

〔洗井　淳〕

7.8 標準化
7.8.1 ITU-Rにおける標準化

（１）番組素材伝送
2016年１月のITU-R SG6 WP6A会合において、放送で

利 用 さ れ る 放 送 補 助 業 務SAB（Services Ancillary to 
Broadcasting）/SAP（Services Ancillary to Program 

making）の技術パラメーター、運用特性、展開シナリオ
が記載されているレポートITU-R BT.2344に、UHDTV用
SAB/SAPの取り組み事例として非圧縮UHDTV信号伝送
用120GHz帯FPUの 技 術 パ ラ メ ー タ ー と パ ブ リ ッ ク
ビューイングの運用例を追記する改訂提案を行った。こ
の 提 案 は、 同 年 ２ 月 に 承 認 さ れ た レ ポ ー トITU-R 
BT.2344-1に反映された。また、2017年３月の同会合に
お い て、8K素 材 伝 送 用HEVCコ ー デ ッ ク と42GHz帯
4K8K FPUを用いた伝送実験（放送センター～技研間）
に関する情報の追記を提案した。さらに、2018年４月の
同会合において、700MHz帯FPUの周波数移行完了に伴
い古い情報を削除するとともに、日本のFPUで使用し
ている周波数一覧と運用想定を明確化するための情報追
加を提案した。これらの内容は、2018年４月に承認され
たレポートITU-R BT.2344-2（252）に反映された。

2016年５月のITU-R SG5 WP5C会合において、FPU、
STL等の放送事業用無線システムと他の固定無線システ
ムとの共用を検討する際に必要なシステムパラメータが
記載されている勧告ITU-R F.1777に、1.2GHz/2.3GHz 
帯FPUのシステムパラメータ、最新のSTLシステムパ
ラメータ等を追加する提案を行った。また、同年11月の
同会合では、その後の5Gの候補周波数の検討等におい
て42GHz帯FPUが適切に共用検討・保護されるように、
国内で使用している42GHz帯FPUのパラメーターを追
加する提案を行った。これらの内容は、2018年１月に承
認された勧告ITU-R F.1777-2（253）に反映された。

2017年５月のITU-R SG5 WP5C会合において、固定
無線システム全般の技術とアプリケーションの動向、将
来の要求条件を記したレポートITU-R F.2323に、4K/8K
の最新動向を反映するための修正と、具体的な取り組み
の例として42GHz帯4K8K FPUの開発と実験結果を追記
することを提案した。また、2017年11月の同会合におい
て、42GHz帯4K8K FPUがARIB標準規格に反映された
旨を追記した。これらの内容は、2017年11月に承認され
たレポートITU-R F.2323-1（254）に反映された。

2018年５月のITU-R SG5 WP5C会合において、高高
度プラットフォーム（HAPS：High Altitude Platform 
Station）と6GHz帯既存無線システムの周波数共用検討
に お い て、FPU受 信 局 が 適 切 に 保 護 さ れ る よ う に、
HAPSの共用条件（電力束密度制限値）を修正する提案
を行った。フランスなどと電力束密度制限値が合意され、
WRC-19における無線通信規則改正審議の基となる文書

（CPM文書案）に共用条件が反映された。また、2018年
11月にHAPSと固定業務との共用検討に関するレポート
ITU-R F.2437-0（255）が策定された。

以上の活動は、土田健一、村山研一、今村浩一郎、中
川孝之、鴨田浩和、成清善一、蔀 拓也、津持 純が主に図7.46　敵対的生成ネットワークを用いた写実的な画像への変換

敵対的生成
ネットワーク
による変換

3次元モデルを2次元画像に
レンダリングした結果の例

写実的な画像への
変換結果
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担当した。

（２）AI活用技術
2018年４月のITU-R SG6 WP6A/6B/6C会合において、

放送の制作・品質評価から配信におけるAIの利活用に
関する研究課題をイギリスおよびイランと共同提案した。
本提案は、2019年１月、研究課題144/6として承認された。
また、2018年10月、AI技術に基づくビッグデータ解析、
映像解析、音声認識、音声合成、翻訳、映像合成などを
番組制作に活用するための取り組みの事例を報告し、新
レポートの作成を提案した。2019年３月のWP6C会合に
は、AIアナウンサーの情報を寄与した。同年４月、こ
れらの寄与を反映したレポートITU-R BT.2447-0（256）が
承認された。

この活動は、西田幸博、小森智康、河合吉彦、清山信
正、山田一郎、後藤 淳が主に担当した。

（３）ユニバーサルサービス
2010年４月と10月のITU-R SG6 WP6C会合において、

障害を持つ人々の放送へのアクセス性を改善する技術と
して、話速変換、字幕作成用音声認識、触覚ディスプレ
イ、手話CG変換の取り組み事例を紹介し、新レポート
の作成を提案した。この提案に基づき、2010年10月、レ
ポートITU-R BT.2207が策定された。その後も、2011年
５月、2012年10月、2017年10月のWP6C会合に追記・更
新を提案し、やさしい日本語、解説放送、高齢者向け音
量バランス調整の研究成果が改訂版（257）に反映された。

また、デジタル放送におけるクローズド手話放送の伝
送と提示の要求条件の検討が始まったことを受けて、
2017年３月のWP6BとWP6C会合に手話付き番組におけ
る手話者の大きさや配置の情報と、手話CGによる気象
情報提示サービスの情報を寄与した。さらに、2018年４
月と10月のWP6B会合には、ハイブリッドキャストを用
いて緊急地震速報を手話CGでセカンドスクリーン上に
提示する方法の実装例や、放送通信連携システムを用い
て一つのテレビ画面上に番組映像と手話CGを提示する
方法を寄与した。2019年４月、これらの寄与が反映され
たレポートITU-R BT.2448-0（258）「手話放送の技術的実
現方法」が策定された。

そのほか、放送通信の世界におけるアクセシビリティ
の10年後のビジョンを示し、実現のための課題を明らか
にすることを目的に2011年５月に活動が始まったITU-T
フォーカスグループ（FG AVA）に参加し、手話CG、
音声認識によるリアルタイム字幕、話速変換などの情報
を寄与するとともに、手話の分野のコーディネイターを
務めた。その後、フォーカスグループの活動は、2013年
12月、ITU-R SG6とITU-T SG9およびSG16のセクター

間ラポータグループIRG-AVAの設置へと発展し、アク
セシビリティに関わる技術動向調査やセクター間の協調
を図ることを目指して活動を進めた。

この活動は、伊藤崇之、今井 亨、西田幸博、比留間
伸行、都木 徹、加藤直人、山内結子、佐藤庄衛、小森
智康、梅田修一、内田 翼、竹内真也が主に担当した。

〔中川　孝之、小森　智康、山内　結子〕

7.8.2 情報通信審議会における標準化
（１）FPU

移動中継用1.2/2.3GHz帯ハイビジョンFPU ／ 4K8K 
FPU、非圧縮8K映像伝送用120GHz帯FPU、マイクロ波
帯4K8K FPUの情報通信審議会における審議と制度化に
関して以下に記す。

移動中継用1.2/2.3GHz帯ハイビジョンFPUに関しては、
情報通信審議会放送システム委員会が、諮問第2023号

「放送システムに関する技術的条件」のうち「1.2GHz帯
及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局（FPU）の
技術的条件」（SISO）及び「1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使
用する放送事業用無線局（FPU）の高度化のための技
術的条件」（MIMO）を検討するために、放送事業用無
線局検討作業班を2012年10月から2013年５月まで設置し
た。作業班は、「700MHz帯FPUの周波数移行に係る技
術的条件に関する調査検討」技術試験事務と連携して技
術的条件を検討し、放送システム委員会が報告書を取り
まとめてそれぞれ2013年１月及び７月に技術的条件の答
申を行った。また、省令改正がそれぞれ2013年４月及び
2014年１月に行われ、技研が開発した時空間トレリス符
号化MIMO方式が制度化された。

移動中継用1.2/2.3GHz帯4K8K FPUに関しては、諮問
第2023号のうち「超高精細度テレビジョン放送のための
1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局

（FPU）の技術的条件」を検討するために、1.2/2.3GHz
帯FPU高度化作業班が2018年７月から2019年３月まで
設置された。作業班は、「1.2GHz帯等における4K・8K
用FPU導入のための技術的条件に関する調査検討」技
術試験事務と連携して技術的条件を検討し、放送システ
ム委員会が報告書を取りまとめて2019年６月に技術的条
件の答申を行った。また、省令改正が2020年２月に行わ
れ、技研が開発した適応送信制御TDD-SVD-MIMO方式
が制度化された。

非圧縮8K映像伝送用120GHz帯FPUに関しては、諮問
第2023号のうち「120GHz帯を使用する放送事業用無線
局（FPU）の技術的条件」を検討するために、120GHz
帯放送事業用無線局検討作業班が2013年３月から５月ま
で設置された。作業班は、「次世代放送システムのため
の周波数共用技術等に関する調査検討」技術試験事務と
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連携して技術的条件を検討し、放送システム委員会が報
告書を取りまとめて、2013年７月に技術的条件の答申を
行った。また、省令改正が2014年１月に行われ、120GHz
帯の17.5GHzの帯域が放送事業用に割り当てられ、技研
が開発した120GHz帯FPUの伝送方式が制度化された。

マイクロ波帯4K8K FPUに関しては、諮問第2023号の
うち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波
帯を使用する放送事業用無線局（FPU）の技術的条件」
を検討するために、4K・8K用FPU作業班が2016年６月
から11月まで設置された。作業班は、ARIB 素材伝送開
発部会 地上無線素材伝送作業班 マイクロ波帯UHDTV-
FPU検討TGとも連携して技術的条件を検討し、放送シ
ステム委員会が報告書を取りまとめて2017年３月に技術
的条件の答申を行った。また。省令改正が2017年７月に
行われ、技研が開発したマイクロ波帯4K8K FPUの伝送
方式が制度化された。

以上の活動は、池田哲臣、杉之下文康、濱住啓之、居
相直彦、岡部 聡、中川孝之、鴨田浩和、中澤 進、光山
和彦、鵜澤史貴、伊藤史人、村瀬健治が主に担当した。

（２）特定ラジオマイク
特定ラジオマイクに関しては、情報通信審議会移動通

信システム委員会が、諮問第2009号「小電力の無線シス
テムの高度化に必要な技術的条件」のうち「デジタル特
定ラジオマイクの技術的条件等」を検討するために、特
定ラジオマイク作業班を2013年３月に設置した。作業班
は、「特定ラジオマイクの周波数移行に係る技術的条件
に関する調査検討」技術試験事務と連携して技術的条件
を検討し、移動通信システム委員会が報告書を取りまと
めて、2013年５月に技術的条件の答申を行った。また、
省令改正が2013年８月に行われ、技研が開発した特定ラ
ジオマイクのOFDM方式が制度化された。

以上の活動は、伊藤泰宏、濱住啓之、田口 誠、伊藤
史人が主に担当した。

〔中川　孝之〕

7.8.3 ARIBにおける標準化
（１）FPU

（一社）電波産業会（ARIB）では、技術委員会傘下
の素材伝送開発部会において放送局におけるFPU等の
素材伝送システムに関する標準規格案作成などの標準化
活動が行われている。技研は、作業班主任、タスクグ
ループリーダーなどを務めつつ、標準規格の策定に貢献
している。

移動中継用1.2/2.3GHz帯ハイビジョンFPUの内、SISO 
（Single-Input Single-Output）方式の技術的条件が2013
年１月に情報通信審議会より答申された後、地上無線素

材伝送作業班傘下の新周波数対応FPU検討タスクグ
ループで標準規格案を作成し、2013年12月にSTD-B57（259）

を 策 定 し た。 さ ら に 時 空 間 ト レ リ ス 符 号 化MIMO 
（Multiple-Input Multiple-Output）方式の技術的条件が
2013年７月に答申された後、2014年３月にMIMO方式を
追加する改定（260）が行われた。

移動中継用1.2/2.3GHz帯4K8K FPUについては、2018
年12月より、新周波数対応FPU検討タスクグループか
ら名称を変更した準マイクロ波帯FPU検討タスクグ
ループで標準規格の策定作業が行われた。2019年６月の
技術的条件の答申、2020年２月の省令改正の後、2020年
３月にSTD-B75（261）が策定された。

非圧縮8K映像伝送用120GHz帯FPUに関しては、2013
年７月に技術的条件が答申された後、地上無線素材伝送
作業班傘下のミリ波素材伝送タスクグループで標準規格
策定作業を行い、2015年３月にSTD-B65（262）が策定さ
れた。

マイクロ波帯4K8K FPUに関しては、2016年２月に地
上無線素材伝送作業班傘下にマイクロ波帯UHDTV-
FPU検討タスクグループが設置され、他の無線システ
ムとの共用条件と技術的条件の検討が実施された。検討
結果を情報通信審議会 放送システム委員会 4K・8K用
FPU作業班の審議に提供し、制度化に寄与した。情報
通信審議会の答申後、2018年１月に標準規格STD-B71（263）

が策定された。
ミリ波帯 4K8K FPUについては、2007年10月に答申

されたミリ波帯デジタル方式FPUの技術的条件の範囲
で4K8K FPUへの適用が可能だったため、ミリ波素材伝
送タスクグループにおいて、既存のミリ波帯FPUの標
準規格STD-B43に4K8K FPUの伝送方式を追加する審議
が行われ、2017年３月、2.0版（264）に改定された。

素材伝送用途の映像符号化について、2016年３月から
2017年10月に地上無線素材伝送作業班とデジタル放送シ
ステム開発部会映像符号化方式作業班との間に素材伝送
用HEVCコーデック評価ジョイントタスクグループが設
置され所要ビットレートの検討が行われた。H.265| 
MPEG-H HEVC方式について、UHDTV及びHDTVの素
材伝送用としての所要ビットレートについての画質評価
実験が実施された。

以上の活動は、池田哲臣、中川孝之、杉之下文康、岡
部 聡、津持 純、濱住啓之、居相直彦、今村浩一郎、鴨
田浩和、村瀬健治、光山和彦、伊藤史人、鵜澤史貴、
市ヶ谷敦郎、根本慎平が主に担当した。

（２）特定ラジオマイク
特定ラジオマイクについては、2013年５月に技術的条

件が答申されたことを受け、ARIB規格会議 小電力無線
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局作業班において標準規格策定作業が行われ、2013年７
月にSTD-T112が策定された。技研が開発したOFDM方
式デジタルラジオマイクは2014年７月の1.2版（265）で追
加された。

以上の活動は、濱住啓之、居相直彦、田口 誠、伊藤
史人が主に担当した。

〔居相　直彦〕

7.9 AI活用推進事務局の活動
技研におけるAI関連技術の研究成果を集約し、効率

的な番組制作による働き方改革や人にやさしい放送に資
する局内連携と実用化を加速する拠点として、技研内に

「スマートプロダクションラボ」を2016年度に設置した。
2018年度は、各放送局からのAI関連技術の活用依頼に
迅速に対応するためにラボの開発体制を強化し、音声認
識技術による自動書き起こしシステムや地域放送局生字
幕トライアル、音声合成技術によるAIアナウンサーな
どの実用化に向けた開発を支援した。さらに、部局を横
断したAI技術の実用化を促進するために、関連４部局
の連携によるスマートプロダクションプロジェクトを発
足させた。また、当プロジェクトの主催による「技研
ショーケース」を２月に開催し、技研が開発するAI関
連技術とその実用例を局内の番組制作者に広く周知する
とともに、新たな活用ニーズの発掘を図った（図7.47）。

2019年度は、AI技術の利用を望む放送現場、スマー
トプロダクションプロジェクト、技研の研究部、および
外部での実用化を担う関連団体の四者をつなぐ「ハブ」
としての体制を強化し、各放送局への展開が期待される
さまざまな技術について、システム開発や実利用のため
の環境整備を支援した。具体的な成果として、地域ラジ
オ放送を対象とした気象情報自動アナウンスシステムの
トライアルサービス、取材映像自動字起こしシステムの
各拠点放送局への配備、地域放送局での生放送字幕トラ
イアルサービスの実施、取材映像への顔認識技術による
メタデータ自動付与システムの開発、業務用の編集シス
テムで利用可能な自動顔ぼかしソフトウェアの開発をサ

ポートした。そのほかにも、競技団体などから配信され
る戦況データを利用したスポーツ戦評自動生成システム
や、ソーシャルメディアなどで配信する短尺ニュース映
像を生成するためのニュース映像自動要約システムの開
発を支援した。

この活動は、岩城正和、望月貴裕、佐藤庄衛、金子浩
之、三ッ峰秀樹が主に担当した。

〔望月　貴裕〕
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