
8．ユニバーサルサービス技術の研究

情報通信技術の進化に伴い、放送サービスのさらなる充実が図られ、さまざまな情報を視聴者に迅
速かつ正確に届ける環境が整備されてきた。一方で、高齢者、外国人、視覚や聴覚に障害のある方に
は、視聴状況やその環境によって情報取得が困難な場合もある。そこで、障害者を含む全ての視聴者
が、放送コンテンツをそれぞれが理解できる形式で、分け隔てなく楽しむことができる、ユニバーサ
ルサービス技術の研究を推進してきた。

本章では、聴覚障害者の音声内容理解や視覚障害者の映像内容理解を促進し、また高齢者の聴力に
応じた番組音の調整や外国人の各言語レベルに合った情報提供を可能にするため、さらにはコンテン
ツをより楽しむという観点も含めて、2010年から10年間進めてきたユニバーサルサービス技術の研究
開発について報告する。

聴覚障害者向けに、字幕制作のための音声認識技術の研究を推進した。特に生放送の字幕表示に向
けて、効率的な字幕制作が望まれる。そこで、ニュースだけでなく情報番組や地域番組に適用範囲を
拡げて、音声認識技術の精度向上に向けた研究を進めた。また日本語から手話CGへの翻訳技術の研
究を推進した。字幕よりも手話の方が理解しやすいろう者に向けて、手話翻訳者の確保が困難な場合
にも手話による情報を届けるために、主に気象手話CGの研究を進めるとともに、スポーツ番組の補
足説明への手話CG適用も進めた。

視覚障害者向けに、音声ガイドの研究を推進した。ドラマ番組など「解説放送」が副音声で提供さ
れるが、さらなる拡充に向けて、生放送のスポーツ番組への解説付与を目指して研究を進めた。また
多様な表現を可能とする音声合成技術や音声加工技術を進めた。これらは気象通報や株式市況および
ニュースの読み上げ技術、話速変換や抑揚変換の実用化にも繋がった。

高齢者向けには、番組の背景音に妨害される聞き取りにくいセリフなどを聞きやすくするために、
番組音の調整技術の研究を進めた。

視聴覚以外の情報提示技術として、触力覚提示技術の研究を推進した。盲ろう者が図やグラフなど
を理解可能な２次元情報提示技術、美術品などの立体物の３次元情報や硬さなどを伝える触力覚提示
技術、スポーツコンテンツを対象として臨場感や体感が得られる触覚情報提示技術の研究などを進め
た。さらに、より豊かな視聴体験を目指して嗅覚情報提示手法の研究にも着手した。

国内に在住する外国人のために、日本語ニュースをやさしい日本語に変換するための技術研究を進
めた。開発した書き換え支援機能や検索機能を利用して、インターネットサービス「NEWS WEB 
EASY」が運用されている。また、外国人の自国の言語での迅速な情報提供を目指して、日英ニュー
スや英西番組の機械翻訳技術の研究も推進した。

〔山内　結子〕

8.1 ⾳声認識による字幕制作技術
（１）情報番組の字幕制作技術

2000年度のニュース７に音声認識による字幕制作が開
始されてから、正午のニュースやニュース９でも音声認
識を利用し、その誤りを修正して生放送番組の字幕付与
に活用されてきた。その後ニュースの字幕については、
特殊な高速入力キーボードを利用した手動制作への置き
換えもあったが、背景雑音のあるスポーツ番組などでは、
字幕キャスターが言い直した番組音声を認識して文字に
するリスピーク方式が採用され、字幕が付与されてきた。
そうした中、情報番組を含めて、より多くの生放送番組
に字幕をつけてほしいという要望が視聴者より寄せられ、
朝の情報番組「あさイチ」の字幕放送が2011年に開始さ

れた。こうした番組には、対談部分や原稿の読み上げと
異なる特定の話題の範囲で比較的自由に話される自動発
話の音声が含まれている。当所では2010年度以前から情
報番組に含まれる自由発話の音声認識に取り組んでおり、
改善研究を進めた。

2011年度から2013年度にかけて、言語モデル（単語列
の出現確率）について、話題に追従して使い分ける技術

（1）や、過去の字幕テキストから話題に適応した言語モ
デルを学習する技術（2）を開発した。さらに言語モデル
には情報番組の字幕1.5億単語あまりを追加して学習を
行った。また2012年度には、話題を推定するために非負
値行列因子分解に基づく手法（3，4）を検討した。音響モ
デル（母音・子音の周波数分布）については、誤り修正

184



結果を利用する適応学習法（5）に加え、言語・音響モデ
ルを相補的に統合できる探索アルゴリズムを採用・最適
化し、学習法の統合を行った。これらの取組みにより、
朝の情報番組である「あさイチ」のリスピーク音声を評
価した結果、放送時の字幕制作の一部を自動化できる見
通しを得て、情報番組への字幕制作技術の性能向上に寄
与した。

この研究は、今井 亨、佐藤庄衛、本間真一、尾上和
穂、奥 貴裕、小林彰夫、藤田悠哉が、主に担当した。

（２）地域番組のための字幕制作技術
スポーツ番組などと比べて、比較的背景音の少ない情

報番組においても、背景雑音や明瞭でない発音箇所を含
む部分があることから、字幕制作では字幕キャスターの
発話を伴うリスピーク方式による音声認識が活用されて
いる。将来は地域番組も含めてより多くの生放送番組に
字幕を付与することを想定し、字幕キャスターを確保で
きない地方局発の情報番組等の音声を直接認識して、効
率良く字幕を付与することを目指した音声認識技術の研
究開発を2014年度より着手した。

2014年度から2015年度にかけて、言語モデルについて、
話し言葉のあいまいな単語の連鎖確率に対し、深層学習
DNN（Deep Neural Network）により言語モデルを構
築し、性能を改善した（6，7）。さらに2016年度には、単語
の接続確率と話題を同時に推定するように学習した
DNNを開発した（8）また、2014年度から2015年度にかけ
て、音響モデルについてもDNNにより構築し、不明瞭
な発音の認識精度向上に向けて発音辞書の改善を進め
た（9，10）。2016年度は、発声変形を推定、その中から実
際に起こりうる発声変形のみを選択するアルゴリズムを
開発し誤認識を削減した（11）。

これらの開発技術の導入により、ローカル情報番組
「ひるまえホット」から評価用に選定した番組音声の誤
認識率を削減できた。2017年度には、DNN音声認識を
字幕制作システムへの導入するための開発に取り組んだ。
さらに2018年度から2019年度にかけては、このDNN音
声認識によりニュースや記者リポートにおいて高い認識
精度が得られること示し、認識結果をそのままインター
ネット配信する字幕ネット配信実験を実施した。NHK
では毎夕６時10分からの放送枠で、各地域放送局がそれ
ぞれの地域番組を放送している。この字幕ネット配信
サービスを多数の放送局で実施することを想定し、音声
認識と配信設備をクラウド上に集約したシステムを構築
した。2019年２月から、静岡・熊本・福島の３つの放送
局でセカンドスクリーン向けのトライアルサービスとし
て実施 （12，13）、2019年10月から11月にはハイブリッドキャ
ストを利用して、テレビ画面上に字幕を表示するトライ

アルサービスを試行した。その際、認識精度の推定結果
に応じて、認識誤りを一部含む字幕を表示させる試みも
進めた（14）。

さらに、より多様な番組内の発話に対応させるための
研究として、2016年度には人手で経験的に与えてきた音
素列の発音辞書ではカバーできない発声を認識するため
に、発音辞書を用いない音声認識手法（End-to-end音声
認識）の開発にも挑戦した。この手法では、入力音声と
認識結果の文字を、音素記号を介さずに直接対応づける
DNNを学習する。開発した手法では前後の文脈で文字
の読みを特定できる事を利用して、日本語のEnd-to-end
音声認識に成功した（15，16）。

この研究は、佐藤庄衛、小森智康、本間真一、尾上和
穂、三島 剛、小早川 健、奥 貴裕、一木麻乃、伊藤 均、
萩原愛子、佐藤裕明、小林彰夫、藤田悠哉が、主に担当
した。

（３）実用化された字幕制作技術
生放送のスポーツや情報番組では、リスピーク方式を

用いた音声認識により字幕制作の運用がなされる一方、
ニュース字幕については、2006年度以降、主に特殊な
キーボード入力による手動制作が採用されていたが、よ
り多くのニュース番組へ効率的に字幕を付与することを
想定し、2010年から2011年度にかけて、アナウンサーや
記者、解説者の音声は番組音声を直接認識し、認識が困
難なインタビュー部分については、リスピーク方式を用
いるハイブリッド方式の字幕制作システム（図8.1）の
開発を進めた（17）。2011年度には、16時ニュース等の字
幕放送での設備整備の準備を進め、東日本大震災では試
作機を臨時で放送センターに設置して、ニュース番組の
字幕放送を手動制作と併用して送出した。その後、2012
年度には関東ローカルの番組の字幕付与に、2013年度に
はニュース番組用の音声認識字幕制作システム（18）が大
阪・名古屋・福岡・仙台放送局に整備され、字幕制作に
利用された。さらにニュース原稿を利用した認識誤り自

図8.1　関東ローカルの字幕に用いられたハイブリッド方式

185



動修正アルゴリズムの開発（19）により利便性を向上させ
た。

2014年度から2015年度にかけて、番組音声を認識した
結果から事前に用意した読み原稿の対応箇所を推定して
字幕とし、人手をかけずに字幕を付与するアルゴリズム
を開発した（20）。このアルゴリズムを組み込んだシステ
ムが広島・松山・札幌放送局に導入され、運用されてい
る。また、2018年度以降、放送センター・大阪・名古屋
局では、より認識精度の高いDNN音声認識を使った設
備整備を進めている。

この研究は、今井 亨、佐藤庄衛、小森智康、本間真
一、尾上和穂、三島 剛、小早川 健、奥 貴裕、一木麻乃、
伊藤 均、萩原愛子、佐藤裕明、都木 徹、小林彰夫、藤
田悠哉が、主に担当した。

〔小森　智康〕

8.2 ⼿話CG⽣成技術
手話は、音声言語の日本語とは語彙も文法構造も異な

る自然言語であり、聴覚障害者の中には手話をコミュニ
ケーション手段とする人が多い。手話を第一言語とする
人々からは、字幕に加えて、手話による放送番組の拡充
が 求 め ら れ て い る。 そ こ で2009年 か ら、 手 話 のCG

（Computer Graphics）アニメーションによって情報を
伝える放送サービスの実現に向けて要素技術に関する研
究と実用サービスの開発を推進した。

〔佐野　雅規〕

8.2.1 ⼿話CG⽣成の要素技術
（１）翻訳/認識技術

手話CGの生成には、入力である日本語のテキストか
ら手話の語順に変換する翻訳技術と、変換した語順にし
たがって手話をCGで表現するCG生成技術の２つが必要
である。手話は視覚言語であり、手話そのものの表現を
記述する確立された手法がないため、手話で表現してい
る１つ１つの単語の語順を時系列に記述した手話単語列

（手話グロス）を翻訳結果として研究を進めた。
翻訳技術については、2010年度に用例を用いた手話翻

訳システムを試作した（21）。 2011年度には、これを拡張
し、気象情報を対象に、用例翻訳と統計翻訳を融合して、
入力した日本語文を節・句に分けて翻訳を行う技術を開
発し、技研公開2012で展示した（図8.2）。2014年度には、
ニュースに頻出する固有名詞を手話に翻訳する技術を開
発した（22）。その後、各翻訳技術の精度を高め、2018年
度には、日本語と手話グロスで構文構造が異なる文章に
対応するため、日本語の構文構造を手話の構文構造に変
換して語順を並べ替える構文トランスファー方式による
翻訳システムを開発し統合した（23）。2019年度からは、

手話のように小規模な対訳コーパスでは一般的に難しい
とされている深層学習を用いたニューラルネットワーク
機械翻訳の開発に着手した（24）。

機械翻訳の精度は、一般的に学習に利用できる対訳
コーパスの量に依存するため、日本語-手話グロスの対
訳コーパスの拡充を進めた。具体的には、2009年度より
NHKで放送された「手話ニュース」の映像を元に、番
組音声を日本語テキストに書き起こすとともに、キャス
ターの手話表現を見て手話グロスを人手で作成する。毎
年約１万５千文対の割合で増加し、2018年３月時点では、
15万文対となった。また、この対訳コーパスを用いて、
手話ニュースの制作スタッフを支援するための映像検索
システムを構築し、局内のネットワークを通して提供し
た（25）。

2018年度からは、機械翻訳の精度向上に必要な対訳
コーパスの拡充を目指し、手話動画を認識し、手話グロ
スに変換する手話認識技術について検討を始めた。2019
年度には、認識した手話グロスを利用して、対訳コーパ
スの作成を補助するアプリケーションを試作した。

以上の研究は、比留間伸行、加藤直人、宮﨑太郎、梶
山岳士、遠藤 伶、森田祐介が主に担当した。

（２）CG生成技術
手話では、手や指の動作に加えて、顔の表情や口型な

どの手指以外の動作が重要な役割を持つと言われている。
自然で伝わりやすい手話CGアニメーションをリアルタ
イムで生成するために、モーションデータをあらかじめ
データベース内に登録し、利用用途にあわせて再生する
制作フローを採用することとした。CGアニメーション
を合成した際の動きの滑らかさや、機械翻訳などの言語
処理の観点から、モーションデータの最小単位は形態素
ではなく、その組み合わせによる複合語を一単語とし
た（26）。データベースに登録する単語の選定にあたって
は（一財）全日本ろうあ連盟発行の「わたしたちの手
話」を中心に、毎日放送している「NHK手話ニュース」
で使用される語を参考にした。

2011年度には、長い文章を表す手話CGアニメーショ

図8.2　日本語－⼿話CG翻訳システム

186



ンを生成するために、モーションデータを部品として接
続し、一連のアニメーションを合成して再生する制作方
法を確立した。また、動きの制約の少ない、手話に特化
したモーションキャプチャ環境の構築を開始した。手作
業による後処理を軽減するためには手話話者の周囲にで
きるだけ多くのカメラを配置することが望ましい。モー
ションキャプチャで用いるカメラ台数は42台で運用し、
手指動作と顔表情の動きを同時に収録することを可能と
した。

2013年度からは手話の動きを正確に再現するために、
モーションアクター（手話通訳士）の体型を計測した値
に基づいてCGモデルの骨格を作成し、人間とCGキャラ
クター間で生じる手指動作の補正（リターゲット）を最
小限とした。

取得したモーションデータにしたがって動作するCG
キャラクターが元の手話を再現しているかどうか、さら
に、その動きが手話として自然かどうかを調査する目的
のために2013年９月より「手話CG評価サイト」（https: 
//www.nhk.or.jp/signlanguage/）の公開を開始した（27）。
これまでに収録した7000語の手話単語の動画を、ユーザ
が入力した単語から辞書検索できる形式とした（図8.3）。
回答されたアンケートからは、日常的に手話を使用して
いる方をはじめ、手話の学習者による手話動作確認の用
途にも多く利用されていることが確認された。

2011年度には手話CGアニメーションを生成するため
に、TVMLプレーヤーを応用したリアルタイムレンダ
リングシステムを開発した。加えて、2014年度には、一
般に広く普及しているリアルタイムCG開発プラット
ホームUnityを採用して手話CGの質感と動きの向上を目
指した。2015年度にはキャラクタアニメーション制作で
用いられるインバースキネマティクス（IK）を応用し、
インタラクティブに手の動きを修正できる制御システム
を試作した（28）。

日本語から手話に機械翻訳した手話グロスに基づいて
手話CGアニメーションを自動合成する場合、機械翻訳
の誤りを手修正する必要がある。2018年度には、直感的
なインターフェースにより手話単語の語順を簡単に修正
できる手話CG制作支援システムの開発を開始した（29）。

以上の研究は比留間伸行、井上誠喜、金子浩之、道家
守、梅田修一、内田 翼が主に担当した。

〔梅田　修一〕

8.2.2 気象情報の⼿話CG⽣成技術
気象情報は、気象災害時をはじめ日常生活でも重要な

情報であり、2011年度より手話CGで伝えることに取り
組んだ（30）。日常の気象情報の内容はある程度限られて
いるため、日本語から手話グロスにそのつど翻訳するの
ではなく、いくつか用意した説明用の日本語定型文に対
応した手話表現をあらかじめ用意しておき、それらを組
み合わせて手話CGの生成を行う手法を開発した。

気象手話CGの自動生成システムは、気象庁から配信
される気象電文の解析部と手話CG生成部で構成される

（図8.4）。気象電文解析部では、受信した気象電文の内
容を解析し、気象情報を伝えるためにあらかじめ用意し
た手話表現テンプレート（手話グロスで構成され、気象
データに対応する手話単語が入る部分が空欄になってい
るもの）から最適なものを選択する。そして、実際の気
象データに対応した手話単語を空欄に挿入して、手話表
現（手話グロス）を完成させ、手話CG生成部に伝達す
る。手話CG生成部では、手話表現テンプレートや挿入
する手話単語に相当するモーションデータをデータベー
スから取得し、それらが自然な動きでつながるように補
間し、合成する。合成された動きデータをもとに3DCG
モデルを動かすことで、最終的な手話CGの動画を生成
する。

2015年度には、全国の府県天気予報の手話CGを自動
制作・更新する技術を開発し（31）、2016年度には気象警
報・注意報の手話CGを市町村毎に表示するシステムを
開発した（32）。2017年２月からは、関東７都県の県庁所
在地の天気予報、最高最低気温、降水確率を手話CGで
伝える評価サイトを、NHKオンライン上で公開した（33，

34）（図8.5）。このサイトの公開開始から４週間のアン
ケート結果では、「よくわかる」もしくは「まあまあわ

図8.3　⼿話CG評価サイトで単語「⼿話」を検索した例 図8.4　気象⼿話CG自動⽣成システム
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かる」との回答が約９割を占めており、おおむね理解さ
れているという結果となった（35）。このほか、より意味
が伝わりやすいように、警報などを伝える場合には眉を
吊り上げた厳しい表情にしたり、濃霧注意報の場合はわ
かりやすいように目を細めたりするなど、細かな表現を
加える技術も開発した。

さらに、各地の地名についても、現地の手話による表
現ができるよう、2016年度から2019年度にかけて、各47
都道府県において、現地のろう者による各市町村などの
手話表現を収録し、モーションキャプチャを通してモー
ションデータとして作成した。

この研究は、東 真希子、比留間伸行、井上誠喜、山
内結子、内田 翼、住吉英樹、金子浩之、佐野雅規が主
に担当した。

〔佐野　雅規〕

8.2.3 スポーツ情報の⼿話CG⽣成技術
手話CGの対象分野を気象情報からスポーツ情報に拡

張するため、スポーツの実況映像に手話CGや字幕を付
与して提供するサービス実現に向けた研究を2016年度か
ら開始した。

2017年度は、試合進行に合わせて手話CGや字幕やス
コア情報を提示するプロトタイプシステムを開発し、聴
覚障害のある方々へ提示すべき情報の要否などについて
意見収集を実施した（36）。

2018年度は、試合中に配信される得点や反則などの競
技データを解析し、リアルタイムで実況用の手話CGや
字幕を自動生成するシステムを開発した（37）。また、ス
ポーツで頻出する左右別々に数字を表すような手話特有
のスコア表現を手話CGで再現するため、得られた競技
データに応じて既存の複数のモーションデータを合成し、
新たなモーションデータを自動生成するアルゴリズムを
システムに組み込んだ。さらに、同システムについて、
アイスホッケーとカーリングの２競技の実際の競技デー

タを利用した実証実験を実施し、その結果をもとにろう
者による評価実験を実施した。

2019年度は、実証実験で得られた課題をふまえて、遅
延解消のために競技映像と手話CG・字幕を合成してひ
とつのストリームで配信する形にシステムを改修した。
また、VOD視聴時に発生したイベントを時系列のアイ
コンで並べて表示したタイムラインを提供することで、
ユーザが視聴したい得点などのイベントから再生できる
仕組みを開発した（図8.6）（38）。

この研究は、内田 翼、住吉英樹、宮﨑太郎、金子浩
之、佐野雅規が、主に担当した。

〔内田　翼〕

8.3 テキスト変換・⽣成技術
8.3.1 ニュースの平易化・読解支援の研究

（１）やさしい日本語
国内に在住する外国人のための「やさしい日本語

ニュース」に関する研究を2010年度から2017年度まで実
施した。2010年度はNHKのニュースの基本語彙を決定
するために、ジャンルや期間によらずに出現する語彙を
データベースから抽出する手法を開発した。この手法を
用いて、ニュース全体の語彙の95%をカバーする6,000語
程度を抽出し、それらを基本語彙の候補とした。2011年
度に約40名の中国人日本語学習者を対象として、やさし
い日本語に書き換えた気象災害ニュースの内容を問うテ
ストを行った。その結果、特に、初級レベルの学習者に
対してやさしい日本語の効果が高いことが分かった（39）。
人名、地名、書き換えが難しい専門用語などは、やさし
い日本語のニュースにも使わざるを得ない。そこで、こ
れらを用語集や画面表示の工夫でわかりやすくしたウェ
ブのサービスイメージを検討した。これらの研究成果を
もとにして、報道局、放送文化研究所と協力して、やさ
しい日本語の公開実験サイト「NEWS WEB EASY」を
2012年４月に立ち上げた。「NEWS WEB EASY」は2013
年度からは本格運用となり、土日祝日を除く毎日、１日
に５記事のニュースをやさしく書き換えて公開している

（図8.7）。このサービスの実現には、日本語教師が
ニュースをやさしい日本語に書き換える作業と、記者が
ニュースを要約して最終の内容を確認する作業が必要で
ある。2011年度に、この作業を両者が連携して短時間で
行うための「書き換え支援エディター」を開発した（40）。
その支援機能として、記事中の難しい単語や、書き換え
前後の記事の難易度指標を表示する機能、記事中の重複
表現の表示機能、書き換え記事間の比較表示機能、ふり
がななどの訂正結果の学習機能、これまでのやさしい日
本語の表現を検索するための用例検索機能を開発した。

公開したやさしい日本語のニュースの効果を確認する

図8.5　気象⼿話CGの評価サイト
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ために、2012年度には、外国人と小中学生を対象とした
ニュースの理解度テストを行った。その結果、普通の
ニュースと比較してやさしい日本語のニュースの理解度
は有意に高いことが確認された。特に、小学生と、初級
から中級準備程度の日本語能力を持つ外国人への効果が
高いことが分かった（41）。

また、2013年度から2016年度まで、ニュースの表現を
やさしく自動変換するシステム開発に取り組んだ。
ニュース原稿の各文を複数の短文に分割する手法、およ
び、修飾句を文として取り出す手法の研究を進めた（42，43，44）。
また、自動変換の研究に必要なニュース原稿の書き換え
事例として、原文のニュースとそのやさしい日本語
ニュースから、学習用のデータ約10,000文対、評価用の
データ約2,000文対の言語データを整備した（45）。表現の
自動変換システムは統計翻訳技術を使っており、元
ニュースと、人手で書き換えたやさしい日本語ニュース
の対訳から、書き換えパターンである翻訳モデルと、や
さしい日本語の自然さを表す言語モデルを学習する。
NEWS WEB EASYで制作したやさしい日本語ニュース
は多くないため、少量データでも性能を確保する手法を
開発した。また、ニュース中の固有名詞は、人手で書き
換えたやさしい日本語でもほとんどそのまま使われる。
このような書き換えで変わらなかった語句どうしを優先
的に対応させることにより、書き換えパターンの自動抽
出精度を改善した（46）。

2014年度にはニュースの書き換え基準の整備のため、
ニュースの特徴を分析する研究を行った（47）。ニュース

の特徴をよく反映している文末表現に着目し、約400万
文の文末部分を抽出して分類した。この結果、ニュース
では「とされるものだ」などの客観性を高める表現、

「などと見られている」などの判断を示す表現、「という
ことです」などの伝聞表現が特徴的であることがわかっ
た。さらに日本語教師18名に対するアンケートを実施し
た結果、これらのニュース特有の表現は他の文末より外
国人にとって難しいこと、長い表現は短い表現より難し
いことなどが明らかになった。

知的障害者に対するやさしい日本語の効果の検証を目
指した比較分析を2017年度に実施した。具体的には
NHKのインターネットニュース「NEWS WEB」、やさ
しい日本語のニュース「NEWS WEB EASY」、および
福祉団体が発行する知的障害者向けの新聞「ステージ」
の同一話題の記事を分析した（48）。この結果、NEWS 
WEBに比べてNEWS WEB EASYとステージはやさし
い語が多く使われていることや、文が短いことが明らか
になった。また、NEWS WEB EASYとステージには、
専門用語の出現に差があることが明らかになった。この
研究は淑徳大学短期大学部、聖心女子大学、公立はこだ
て未来大学と共同で実施した。

（２）読解支援情報付きニュース
日本在住の外国人を対象とした新たな情報提供手段と

して、読解支援情報付きニュースの研究を2016年度から
2018年度まで実施した。インターネットで公開している
テキストのニュースは、多くの外国人にとって理解する
ことが容易ではない。さまざまな「読解支援情報」を付
加することで外国人のニュースの理解を促進できる。そ
こで読解支援情報として、やさしい日本語による説明、
漢字のふりがな、難しい単語に対する辞書情報、固有名
詞の色表示、外国語の翻訳を採用した（図8.8）。読者は、
スライダーやボタンの操作で読解支援情報の表示を調節
できる。やさしい日本語の解説は機械翻訳システムに
よって自動付与し、ふりがなと辞書情報は形態素解析シ

図8.6　スポーツ⼿話CG実況画面

図8.7　NEWS WEB EASYの画面例
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ステムによって自動付与するが、自動付与には誤りが避
けられない。そこで誤りを簡便に修正するためのイン
ターフェースを開発し、実際に読解支援情報付きニュー
スを簡便に制作できることを確認した（49）。

64記事の読解支援情報付きニュースを実験用として制
作し、日本に住む外国人に対する読解支援情報付き
ニュースの効果を2018年度に調査した。この結果、読解
支援情報によりニュースの理解が向上することが分かっ
た。この調査は、宇都宮大学と協力して実施した。

この研究は、田中英輝、山田一郎、熊野 正、後藤功
雄、美野秀弥が、主に担当した。

〔山田　一郎〕

8.3.2 機械翻訳技術
外国人に対する迅速な情報提供を効率的に実施するた

め、ニュースや番組のテキストを対象とした機械翻訳の
研究を進めている。

2010年度から2012年度にかけて、日英ニュース翻訳に
おける統計翻訳技術の検討を実施した。NHKの英語
ニュースは、日本語ニュースの直訳ではないため、その
まま対訳データとして機械翻訳の学習に用いることは難
しい。この問題を解決するため、単語共起情報を用いた
文アライメント手法を提案し、高品質な対訳データを構
築した（50）。

2016年度からは、ニューラルネットワークを利用した
日英ニュースと英西番組の機械翻訳技術の研究に着手し
た。日英ニュース機械翻訳技術の研究では、国際放送局
と共同で日本語ニュース原稿を人手で翻訳し、品質の高
い日英ニュース対訳データの構築を進め、2019年度まで
にニュース本文87万文対、タイトル12万文対の大規模な
対訳データを整備した。また、英語ニュースを作成して
いる会社による翻訳のほか、翻訳会社による翻訳、機械
翻訳結果の人手修正など、複数のアプローチにより作成
した対訳データを効果的に学習するため、データに各対

訳データの特徴を表す複数のタグを付与して翻訳スタイ
ルを制御する手法を提案し、評価実験により翻訳品質の
向上を確認した（51） 。さらに、放送現場で日々制作され
る日本語ニュースと対応する英語ニュースを対訳データ
として効果的に利用するため、日英ニュースの不一致箇
所を推定し、その不一致情報をデータに付与して学習す
る手法を考案し、訳抜けの少ない翻訳を実現した（52 ～ 55）。
2019年度に、研究開発した技術を取り入れた日英ニュー
ス翻訳システム（図8.9）を構築した。2020年３月現在、
放送センターの国際放送局とアメリカ総局を含む合計
181台の端末から、開発した機能の一部を利用した日英
ニュース翻訳システムを利用できる。英西番組機械翻訳
技術の研究では、NHKのラジオ日本の台本や、旅番組
の字幕データなど約10万文対からなる英語-スペイン語
の対訳コーパスを2019年度までに構築した。このコーパ
スを利用した英西翻訳システムでは、客観評価で既存の
翻訳エンジンと同程度の翻訳品質が得られることを確認
した。

ビジネスシーンにおける外国人と日本人のコミュニ
ケーションを円滑化することを目的として、会議や社交
における対話・雑談、および新聞記事に対応した機械翻
訳技術の研究を、NICT委託研究として2018年度から外
部５機関とともに進めている。NHKはこの中で新聞記
事を対象とした機械翻訳システムの研究開発を担当した。
2019年度に競争型のアジア翻訳ワークショップに参加し、
新聞翻訳タスクにおいて、日英翻訳、英日翻訳ともに
2017年度以降に投稿された全てのシステムの中で１位の
成績を獲得した（56）。ワークショップの主催者が実施した
主観評価では、日英翻訳、英日翻訳ともに「ほとんどの重
要情報が正確に伝達されている」以上の結果が得られ、本
委託研究における翻訳品質に関する目標を達成した。

この研究は、田中英輝、山田一郎、熊野 正、後藤功
雄、美野秀弥、伊藤 均が、主に担当した。

〔美野　秀弥〕

図8.9　試作した日英ニュース翻訳システム図8.8 読解支援情報付きニュースの例
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8.4 ⾳声処理技術
8.4.1 高齢者のための⾳声・⾳響処理

高齢者にとって番組の背景音に妨害されて聞き取りに
くいセリフやナレーションを聞きやすくするために番組
音を調整する技術の研究を進めた。

2010年度から2011年度にかけて、ナレーションと背景
音の “耳で感じる音の大きさ（単位はphon）” を客観的
に算出し、それらの差を用いてナレーションの聞きやす
さを判定する番組音制作用の支援装置を開発した（57）。
2010年度は、支援装置の判定結果に従って調整した番組
音の音量バランスの妥当性を主観評価実験で確認し
た（58）。2011年度には、開発した支援装置を放送局のス
タジオに試験的に導入し、実運用下での支援効果を検証
した。

2011年度から2013年度にかけては、受信機側で聞きや
すい番組音に調整するための背景音抑圧法や音声強調法
についての研究を進めた。

2011年度には、ステレオ番組の左右の信号の相関関係
を用いて音声と背景音を分離し背景音を抑圧する処理と、
ゲイン調整により番組音を抑圧する処理を、自動検出し
た音声/非音声の区間毎に切り替えることにより、番組
音全体の音質劣化を抑えつつ番組の背景音を抑圧する手
法を開発し、有効性を確認した（59）。音声の内容理解を
助けるため、短時間処理で動作可能な韻律強調手法を開
発し、雑音下における高齢者の聞き取りやすさ改善に有
効であることを確認した（60）。

2012年度は、モノラル番組の周波数成分から音声と背
景音を分離して背景音を抑圧する手法と、雑音環境下に
おける音韻（母音や子音）の音響的な特徴を際立たせる
音声強調方法を開発した（61）。これらの背景音抑圧と音
声強調を独立に制御できる受信機アダプターを試作し、
背景音と音声の音量バランス調整効果に関する主観評価
実験により、放送番組制作時の標準よりも3 ～ 6dB程度
背景音を下げてミキシングした場合と同等の効果が得ら
れることを確認した（62）。

2013年度は、アルゴリズムの軽量化を図り、これに話
速変換技術を追加した装置（図8.10）を開発して具体的
なサービスイメージを示すとともに、評価実験によりこ
れらの処理の組み合わせ効果を確認した（63）。

2014年度から2015年度にかけては、番組音を調整する
技術を実用化する研究を進めた。

2014年度は、話速変換技術の聞き取りやすさの向上を
目的に、話速の変化に応じて抑揚を強調する機能を開発
し、スマートフォン等での実用化を目指してアプリケー
ション化を進めた。2015年度には、話速変換、背景音抑
圧、音声強調の３つの機能を最適化し、組み合わせて、
PCやスマートフォン用に汎用性のあるライブラリを開

発するとともに、聞きやすさの効果を主観評価実験で確
認した。

以上の研究は、都木 徹、今井 亨、清山信正、今井 篤、
本間真一、小森智康、世木寛之、田高礼子が、主に担当
した。

〔小森　智康〕

8.4.2 多様な表現を可能とする⾳声合成技術
放送の原稿を自動的に音声に変換する自動音声放送や

目の不自由な方のために情報を読み上げるサービス等の
実現に向けて、2010年度から柔軟で多様な表現が可能な
音声合成技術の研究を開始した。以下に音声合成技術、
音声加工技術、音声処理技術の実用化に分けて記述する。

（１）音声合成技術
2009年度までに開発した任意文章のテキストを可変長

の音素列に分割し音声波形を接続して音声合成する波形
接続方式を基に、統計モデルHMM（Hidden Markov 
Model）を利用して新規話者の少量の音声データから既
存話者と同程度の音質の合成音を作成する方式を開発し
た。2010年度には新規話者の音声データの接続に不足す
る音素列を、既存話者の大量の音声データから作成した
HMMを利用して補完する音声変換規則について検討を
進めた。2011年度には音響的・言語的な情報を付与した
学習データから作成したHMMを用いて音声変換規則を
導出し、不足する音素列を補完する方式を開発した。
2012年度には合成音声の肉声感を改善するために、
HMMによる推定値ではなく音響的・言語的な特徴量を
直接利用して音素列を補完する方式を開発し（64）、新規
話者の少量の音声データから既存話者と同程度の音質の
合成音が得られることを確認した。

図8.10　番組⾳を調整する装置の外観およびブロック図
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音質向上に向けて、2013年度には波形接続時に聴感的
な影響が小さい無声子音や無音部分での接続が増すよう
に可変長音素列の探索単位を改良した（65）。さらに波形
接続方式による未知語の合成音の音質劣化を改善するた
め、2014年度にはHMMを用いて統計的に音響特徴量を
推定し音声を生成する統計モデル方式で未知語を合成す
るハイブリッド方式について検討を進め、テキストから
アクセントや品詞情報付きの音素を作成し学習データを
構築する技術を開発した。2015年度にはハイブリッド方
式を開発したが評価実験で有意差を確認できなかった

（66）。そこで、柔軟性に優れる統計モデル方式をベース
に汎用的な話題に対応可能な合成方式の枠組みを構築し、
音声認識研究用に蓄積した大量の音声データを用いて音
声合成の統計モデル学習データを整備した。

さらなる音質向上に向けて、2016年度には音声合成シ
ステムの統計モデルをHMMから、より複雑な構造を表
現 可 能 なDeep Neural Network（DNN） に 置 き 換 え、
評価実験で音質向上と多様な発話スタイルの実現に有効
なことを確認した（67）。2017年度にはDNNによる音声合
成装置を開発し、既存の大量の朗読調の音声データに少
量のスポーツ実況調の音声データを追加してモデル学習
することにより高品質な実況調音声を合成可能とすると
ともに、文末の抑揚を平叙型と強調型に分類して学習す
る方式を開発し実況発話に多い文末の抑揚強調を実現し
た（68）。ニュース読み上げ用の学習データを整備し
ニュース読み上げに特化したDNN音声合成技術を開発
した。2018年度には番組演出の要望に応じた多様な発話
表現に対応可能な音声データの整備と調整技術を開発し、
抑揚の改善や会話口調を実現した。気象情報番組の内容
に限定した高品質なDNN音声合成技術を開発した。合
成音の品質向上と学習データ整備効率化に資するEnd-
to-End音声合成方式の開発を始めた（69，70）（図8.11）。

これまでの放送素材を活用した高品質で多様な表現が
可能な音声合成を目指して、2019年度には漢字仮名交じ
り文を「読み仮名と韻律記号」に自動変換し、音声デー

タと併せてDNNモデルを学習する方式を開発した（71）。
さらにNHKアーカイブスに蓄積された放送素材から抽
出した音声と字幕を音声認識技術で発話ごとに分割し、
字幕のテキストから自動変換した読み仮名と韻律記号を
人手で修正するシステムを開発し、大規模データベース
の構築を始めた。

（２）音声加工技術
音声を使った人にやさしいヒューマンインターフェー

スの実現や番組制作上の演出効果の要望に応えるため、
平静の音声に任意の感情表現を付与する方式を開発した。

2013年度には特定話者で感情表現を付与する制御規則
を抽出するための感情音声データベースを整備する（72）

とともに、評価実験を通じて所望の感情に判定された音
声と平静と判定された音声との音響特徴量の差分から感
情制御規則を抽出した。制御規則を適用可能な音声加工
方式を開発し、加工した音声の効果を評価実験により検
証した（73）。2014年度には６名分の感情音声データベー
スを追加整備し、複数話者の音声に対する感情音声加工
を実現した（74）。加工音声の自然性向上のため、句の係
り受け構造を考慮した音声生成機構に基づいて声の高さ
の変化をモデル化し平滑化する方式を開発し（75）、2015
年度には感情に寄与する特徴量のみを処理対象とする改
良を行い評価実験により有効性を確認した（76）（図8.12）。

（３）音声処理技術の実用化
2007年度から研究を始めたラジオ第２放送の「気象通

報」の自動読み上げについては、2010年度には漁業気象
の多様な電文を文構造の型で分類して最少の録音文を作
成し音声合成する方式を開発し、話速変換技術により放
送時間に合わせて読み上げる装置を試作した（77）。2011
年度には音声合成方式の汎用性や頑健性を検証するとと
もに、新規地点名や話者の追加を容易に可能とする改修
を実施した。2012年度には複雑な文構造に対応するため
表現を簡略化するとともに、入力文の構造が分類した型
に一致しなくても単語を組み合わせて音声合成可能とし
た。

図8.11　読み仮名と韻律記号を用いた日本語End-to-End⾳声合成方式
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2010年度から運用開始したラジオ第２放送の「株式市
況」の自動読み上げ装置については、2013年度には呼値
の刻みの細分化（円単位から銭単位）、数値読み上げ範
囲の拡張（1000万未満から１億未満）、概要部分の読み
上げに対応する改修を行うとともに、送出部分を気象通
報自動読み上げと共用する装置を開発し、「株式市況」
と「気象通報」で運用を開始した（78）。

2016年度から研究を開始したDNNを用いた音声合成
方式については、2017年度に開発したニュース読み上げ
に特化したDNN音声合成技術を、2018年度に総合テレ
ビ「ニュースチェック11」で実用化し、インターネット
上のニュース読み上げサービス等にも使用された（79）。
2018年度に開発した気象情報番組の内容に限定した高品
質なDNN音声合成技術を用いて、甲府放送局のラジオ
県域放送でテスト放送を実施した。2019年度にはクラウ
ド上にシステムを構築し、新潟放送局を加えた２つの地
域放送局でトライアル放送を実現した（80）。

話速変換技術については、2010年度には語学教育等で
コンテンツを高速再生する際に声の高さや強さの変化に
応じて制御する方式を開発した。2011年度には語学学習
アプリを開発するとともに、高速再生で発話テキストの
品詞情報を利用して話速を制御する方式を開発した。
2012年度には話速変換再生しながら複数の音響特徴の寄
与率を調整可能なアプリを試作し、聞き取りやすさに貢
献する部分を決定して変換倍率を制御する方式を開発し
た（81）。2013年度には番組音声を聞き取りやすく調整す
る装置に話速変換技術を実装した。2014年度には話速の
変化に応じて抑揚を強調する機能を開発した。2015年度
にはパソコンやスマートフォン用に汎用性のあるライブ
ラリを開発した。2016年度には視覚障害者用の電子図書
を３～８倍速の合成音で読み上げる方式を開発した（82）

（図8.13）。
抑揚変換技術については、2017 ～ 2018年度には2002

年度まで教育テレビ「中国語会話」で使用された発話者
の声の高さの変化を視覚化するとともに教師データの抑
揚に変換して再生可能とするプログラム「声調参号」を
スマートフォン用のアプリとして改修した「声調確認く
ん」と、母音発音時の舌の位置を確認する「そり舌確認
くん」を開発し、「テレビで中国語」での使用やイン
ターネットのサービス「NHKゴガク」での提供を始め

た。
音声分析技術については、2019年度には膨大な映像素

材から発話区間を自動検出してシーンを簡単に把握でき
るシステムを構築し、総合テレビ「100カメ」で使用し
た。

以上の研究は、都木 徹、今井 篤、小森智康、金子浩
之、尾上和穂、熊野 正、栗原 清、世木寛之、田高礼子、
一木麻乃、清山信正が、主に担当した。

〔清山　信正〕

8.4.3 ⾳声ガイド技術
視覚に障害のある方にもテレビ放送を楽しんでいただ

くために、テレビ番組のセリフやナレーションなどの音
声とは別に、ドラマの情景描写などの補完的な解説は

「解説放送」と呼ばれ、副音声で提供されている。解説
放送の総放送時間に占める割合は、2018年度の実績で総
合テレビ16.4％、Ｅテレ19.8％と字幕放送に比べて低く、
さらなる拡充が望まれているが、主音声の隙間に付与す
る解説制作の特殊性や時間的な制約から拡充は困難であ
る。この課題解決のため、2009年度から2010年度まで合
成音声による音声ガイドの効率的な制作が可能な支援技
術の研究に取り組んだ。さらに、生放送のスポーツ番組
への解説付与を目指して、2016年度から2019年度まで新
たな解説放送の実現に向けた自動実況・自動解説技術の
研究を行った。

（１）制作支援技術
視覚障害者向け解説放送番組のさらなる拡充を目指し、

解説放送番組の制作者を支援する技術の研究を進め、解
説台本を効率的に制作する環境として解説台本制作支援
システムを2010年度に試作した（83）。このシステムでは、
音声認識により解説が挿入可能な非音声・非音楽区間を
自動検出するとともに、その区間に挿入可能な解説文の
文字数を提示することができる（図8.14）。さらに、番
組の電子台本が利用できる場合には、そのト書きから解
説文の候補を言語処理技術によって自動的に生成し、参
照することが可能となった。一般ユーザによる台本制作
実験により、ト書きからの解説文の候補を表示すること
で２割程度の制作時間の短縮が可能になることを確認し
た。

以上の研究は、比留間伸行、加藤直人、山内結子が主
に担当した。

（２）自動実況・自動解説技術
生放送のスポーツ番組への解説付与を目指して、新た

な解説放送の実現に向けた自動実況・自動解説技術の研
究を進めた（図8.15）。図8.13　高速⾳声再⽣方式
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自動実況は、アナウンサー実況の無いスポーツ競技に、
人間のアナウンサーに代わってコンピューターが自動で
スポーツ競技を実況する技術である。あらかじめ競技ご
とのテンプレートを制作することで、スポーツ大会主催
者がリアルタイムに提供する競技関連データをもとに、
試合のスコアや反則などの出来事を伝える実況原稿の自
動生成が可能である。さらに、実況音声の特徴を再現し
て読みやアクセントを正しく表現するディープニューラ
ルネットワーク（DNN）音声合成技術によって自然な
実況音声を生成することができる。2016年度には、ス
ポーツ大会において選手名や得点経過などの競技状況を
実況する音声ガイドを自動生成する局内実験を実施し、
視覚障害者および晴眼者を対象にした主観評価実験によ
り、有効性を確認した（84）。

2018年２月に開催された冬季スポーツ大会では、一部
競技を対象にロボット実況サービスとして、スポーツ大
会主催者が提供する実況のない生中継映像に競技関連
データから自動生成した実況音声と字幕を付与し、イン
ターネット特設サイトとハイブリッドキャストで配信し
た。試合の実況部分に加えて、試合前のルール解説、
コース紹介や試合後の結果一覧を含めた番組全体を自動
的に制作するとともに、競技関連データに含まれる画像
データから発話生成に必要な事象を抽出する方式を開発
し、一部競技に適用した。また、DNNを用いた新しい
音声合成装置を開発し、既存の朗読調の学習用音声デー
タに少量の実況調の音声データを加えて学習することで、
高品質な実況調の音声合成を実現した（68）。視覚障害者
と晴眼者の双方から、映像と会場音だけのコンテンツに
比べて内容理解度、満足度が大幅に上がるとの高い評価
を得た。ロボット実況サービスのさらなる拡充に向けて、
発話内容をさらに充実させるために対象競技のテンプ
レート開発に取り組むとともに、日本語に加えて多言語
字幕の自動生成機能を開発した。

自動解説は、視覚障害者のために放送音声だけでは伝

わらない情報を合成音声で補完する技術である。人手で
制作されている解説放送と同様に、自動解説も放送音声
とできるだけ重ならないことが望ましいため、2018年度
から発話の音響的な特徴の変化傾向から解説音声の好ま
しい提示タイミングを自動推定する手法の検討を着手し
た。リアルタイムで動作するプロトタイプを試作し、技
研公開2018で展示した。本手法で推定したタイミングと、
目視で確認した挿入可能なタイミングとを比較した結果、
一定の有効性を確認した（85，86，87）。2019年度には、ロボッ
ト実況を応用して、スポーツの競技データを基により簡
潔な表現で解説音声を自動生成し、インターネットで配
信して、放送番組と同時にスマホアプリで解説音声を提
供するシステムを開発した。

自動実況の研究の一部は、株式会社エーアイとの共同
研究、データスタジアム株式会社との共同研究で行った。

以上の研究は、今井 篤、住吉英樹、山内結子、清山
信正、清水俊宏、佐藤庄衛、熊野 正、田高礼子、栗原 
清、一木麻乃、石渡太智、金子浩之が主に担当した。

〔金子　浩之〕

8.5 触覚・嗅覚への情報提示技術
8.5.1 ２次元・３次元情報の触力覚提示技術

言葉だけでは伝えることが難しい情報を視覚に障害が
ある人にも触覚や力覚で伝えるため、2010年度から2019
年度にかけては図やグラフなどの２次元情報、2010年度
から2017年度にかけては美術品をはじめとする立体物な
どの３次元情報を伝える「触れるテレビ」を目指した触
力覚提示技術の研究を進めた。

（１）２次元情報の触力覚提示
2010年度から2011年度にかけて、データ放送と電子番

組表の情報伝達や盲ろう者への字幕点字出力が可能で実
用的なセットトップボックス型のデジタル放送情報バリ
アフリー受信提示システム（VIA-TV）を開発し、長期
間のモニター評価実験の結果を基に操作性の課題を抽出
して改善を図った（88）。また、機械的に上下するピンア
レーで面や線を凸に表示できる２次元触覚ディスプレー

図8.14　解説台本制作支援システム 

図8.15　自動解説放送・ロボット実況の仕組み
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において、視覚障害者が情報を探索する場合の空間的な
位置と内容を覚える負担を軽減できる提示法を実験検討
した。触覚ディスプレー上の個々のオブジェクトを異な
る周波数で振動させることで、地図や表の重要な位置や
メニュー画面の選択ボタンに指定された内容の分類など
を素早く見出せる触覚提示方式を開発した（89）。この研
究の一部は、東京女子大学、KGS（株）と共同で実施し
た。2012年度から2013年度にかけては、力覚提示装置の
ロボットアームが、触覚ディスプレーに表示されたコン
テンツ上で人の指を機械的に牽引することによって、図
の輪郭やレイアウト、地図の経路、グラフの軌跡などを
伝える力覚誘導提示方式の開発を進めた（図8.16）。力
覚誘導提示では、指を誘導する際の空間位置の認知にお
ける誤差が小さくなる誘導速度の条件の導出や、提示さ
れた種々のコンテンツに対する理解度についての主観評
価による基礎実験を行った結果、２次元情報を迅速で正
確に把握できることを明らかにした（90）。

2014年度からは、触覚提示と力覚誘導を複合した触覚
/力覚誘導提示技術の実用システム化と教育現場での適
用を目指した実証実験を進めた。2019年度までに、教材
の図や文字の形状と書き順などを触覚と力覚誘導で伝え
るコンテンツの作成を容易にするためのオーサリング
ツールを開発した。また、盲学校の授業において教師が
複数の生徒の指を同時に力覚誘導して教えたり、文字の
誘導提示によって盲ろう者とのコミュニケーションを可
能とするため、インターネットを経由した遠隔間での力
覚誘導が可能な機能を開発した。さらに、文字提示によ
る学習障害（書字）児の書字学習支援への適用を行った。
本システムの有効性は、盲学校の鍼灸授業や学習障害児
の漢字学習などにおける評価で実証され、教育や福祉の
現場で多目的に利用できる見通しを得た。この研究の一
部は筑波技術大学、宇都宮大学と共同で実施した。

（２）３次元情報の触力覚提示
物体の３次元形状の触力覚提示の研究として、2010年

度は、複数の指（以下、多指）に力覚を提示して３次元
形状を伝達する装置の設計や提示法の指針を得ることを
目指し、実物体と装置によって提示された仮想物体との
形状認知特性の比較評価を進めた。2011年度は、仮想物
体の表面を触察して形状認知する際に物体のエッジや稜
線等の不連続な箇所で指が離れてしまうのを防ぐため、
指先が物体表面に引き付けられるような力を与える手法
が形状認知に有効であることを明らかにした（91）。2012
年度から2013年度にかけて、エッジや稜線のある立体形
状でも安定に触察でき、より正確に形状認知できる方式
として、指先の複数の点に力覚情報を提示する多点分布
提示方式を考案し、効果を検証する実験装置を開発した。
視覚障害者による主観評価および指先の軌跡長を評価指
標とする客観評価実験で、刺激点は４点が望ましいなど
の提示装置の設計指針を得た（92）。この研究の一部は東
京大学と共同で実施した。

2014年度からは、３次元形状に加えて硬さなどの触覚
情報も伝える技術の研究を開始した。2014年度は、３次
元形状と硬さ分布情報の触力覚伝達システム（図8.17）
を開発して技研公開2014で展示した。本システムでは、
提示する物体の３次元形状をレーザースキャナーで計測
する。また、超音波の位相制御によってフォーカス点に
生じた音響放射圧による対象物表面の変位量をレーザー
測距することで計測し、フォーカス点を順次走査して全
体の硬さ分布情報を取得する。触力覚提示装置は、取得
した３次元形状情報と硬さ分布情報に基づいて形状と硬
さを表現することができる（93）。2015年度には、人が仮
想物体を親指、人差し指、中指の３本でつかんで仮想物
体の表面をなでるように手を動かすと、手の動きと連動
して指を押し広げるリニアアクチュエーターが作動し、
仮想物体の大きさと形状を伝えられる装置を開発した。
2016年度から2017年度にかけては、これまでに得られた
知見を統合し、小型軽量化を目指して、指が触れている
面の硬さ・柔らかさを提示する機能を組み込んだハンド
ヘルド型（図8.18）の装置を開発した。被験者実験によ
り、円柱、四角柱、六角柱の側面形状の違いが実物体と
同じように識別できることを確認し、絶対的な硬さより
も相対的な硬さの違いを力覚提示することが有効である
などの知見を得た（94）。この研究の一部は東京大学と共

図8.17　３次元形状と硬さ分布の触力覚伝達システム図8.16　振動提示が可能な触覚ディスプレー

触察部
力覚提示装置

触覚ディスプレー

操作
コントローラー
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同で実施した。
この研究は、坂井忠裕、清水俊宏、近藤 悟、半田拓

也、村瀬健治が主に担当した。
〔高橋　正樹〕

8.5.2 コンテンツの状況を伝える触覚提示技術
触覚を付与することで、これまでにない臨場感や体感

が得られる新たな放送サービスの実現を目指し、2017年
度より、映像コンテンツの状況を触覚へ提示する技術の
研究を開始した。視覚や聴覚に障害のある方々が映像コ
ンテンツを理解するためにも、触覚情報は有効に作用す
ると考えられる。2017年度から2019年度にかけて、特に
動きが速く言語による表現が難しいスポーツコンテンツ
を対象とし、選手やボールの移動方向、衝突タイミング
などを触覚情報として提示することを検討した。

触覚刺激を摺動・振動・衝撃の３種類に分類し、それ
らの刺激の知覚と弁別のための基礎的な条件の洗い出し
を進めた。摺動の研究では、2017年度に皮膚をこするよ
うに直線上を移動する刺激子によって、動きの速さと方
向を伝えられることを明らかにした（95）。

振動の研究では、2017年度により多くの情報を触覚で
伝えることを目的とし、立方体の各面に振動を提示する
キューブ型触覚ディスプレーを開発した（96）。手のひら
で包み込める大きさのデバイスを試作し、各面の振動を
他の面に伝搬させないための工学的知見を得た。また、
コンテンツ視聴時の手先の自由度を保つため、４つの振
動子で手腕部を刺激するリストバンド型ハプティックデ
バイスを開発し、選手の動作やボールのラインイン・ア
ウトを振動で表現した（97）。視覚障害者、聴覚障害者そ
れぞれによる評価実験を通し、特定の試合状況を伝達で
きることが分かった。2019年度には、キューブ型触覚
ディスプレーを改良し、各面で異なる振動波形を提示可
能とすることで、その表現力を向上した（図8.19）。具
体的には、３次元空間上での出来事をキューブの各面に
位置情報として割り当て、状況を的確に表現した振動刺
激を各面独立に提示することにより、３次元空間上で展

開されるシーンの情景を、より豊かに伝えることを可能
にした。キューブを小部屋に見立てたショートストー
リーによる評価では、９割以上の正答率でシーンの状況
が理解できることを示した（98）。

衝撃の研究では、2018年度にプレーの衝撃を振動で擬
似的に伝えられるかを検証するため、手掌部に振動を提
示するボール型ハプティックデバイスを開発した（99）。
実験結果から、音声情報を振動信号として用いた場合の
振幅・波形形状などの組み合わせによって、触覚・聴覚
情報だけでも試合状況を伝達できる可能性を見いだせた。
さらに2019年度には、衝撃の強さに加えて方向を提示で
きるよう改良を施し（100）、技研公開や各種展示会にて展
示した（図8.20）。この研究の一部は東京大学と共同で
実施した。

2019年度には、シーンに適した触覚情報を付与・編集
し、さまざまな触覚デバイスの制御が可能な触覚情報編
集エディターを試作した。さらに生放送番組に対応する
ため、スポーツ映像から選手の姿勢や動作をリアルタイ
ムで解析し、打球タイミングなど触覚提示に関わる情報
を自動抽出する手法を開発した（101）（図8.21）。この映
像解析技術とキューブ型触覚ディスプレーを組み合わせ、
NHKサイエンススタジアムなどの展示会にて展示を
行った。

以上の研究は、清水俊宏、近藤 悟、半田拓也、東 真
希子、高橋正樹が主に担当した。

〔高橋　正樹〕

図8.20　ボール型ハプティックデバイスの展示

図8.18　ハンドヘルド型の触力覚提示装置

実空間の
CGイメージ

触った部分の形、大きさ、硬さの違いを装置が表現

仮想空間のCGと実空間の装置の状態を同期制御

触覚刺激点と物体との接触状態を示すCG 硬さ分布のデータ
図8.19　キューブ型触覚ディスプレーの外観（左）および内部構造（右）
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8.5.3 嗅覚情報提示⼿法
より豊かな視聴体験の提供を目指して、2018年度から、

映像・音声だけでなく匂いを提示する嗅覚情報提示技術
の研究に着手した。嗅覚情報を放送コンテンツとして提
示する際、受信機側で用意できる香料の種類には限界が
ある。そこで、視覚情報によって匂いの知覚内容を調節
するクロスモーダル知覚効果を利用し、限られた種類の
香料でより多くの種類の匂いを知覚させる手法を検討し
た。食べ物の画像と数種類の匂いを同時提示する実験に
より、本手法を検証した（図8.22）。一部の食べ物の匂
いは、特定の映像との同時提示によって別の食べ物の匂
いとして知覚させられることがわかり、本手法の有効性
が示唆された。

この研究は、東 真希子、澤畠康仁が主に担当した。
〔高橋　正樹〕
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