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3.1 人にやさしい情報提示
視覚や聴覚に障害のある人が放送を楽しむことができるよう
にするために、人にやさしい情報環境を実現する研究に取り組
んでいる。

■デジタル放送の情報バリアフリー技術
開発中の視覚障害者用の情報バリアフリー受信提示システム
は、障害のタイプや程度に適応した提示を行うことができ，デー
タ放送やEPG（Electronic Program Guide）の情報伝達、盲ろう
者への字幕点字出力が可能である。2010年度は、実用を目指し
た高いアクセシビリティを提供するセットトップボックス型の
システムを開発した（図1）。

■ 2次元・3次元情報の触力覚提示技術
触覚や力覚で2次元や3次元の情報を伝える、将来の「触れるテ
レビ」を目指した研究を進めている。
2010年度は、2次元の触覚情報を提示できる装置を用い、視
覚障害者が情報を探索する場合に選択ボタンの位置や内容を覚

える負担を軽減できる提示手法を探った。音声と触覚を併用し
た提示が記憶や学習に与える効果を調べた結果、触覚によって
手がかりが得られる位置にある対象の記憶が向上する傾向がみ
られた。
複数の指（以下、多指）を用いた触力覚で3次元情報を伝達する
装置の設計や適切な提示法の指針を得るために、仮想物体と実

図1 視覚障害者用の情報バリアフリー受信提示システム

放送のデジタル化やインターネットなどの情報イン
フラの普及、生活スタイルの多様化が進むに従って、
視聴者が放送サービスに期待するコンテンツや機能は
多岐にわたるようになってきている。また、社会の高
齢化、国際化によって、放送サービスを享受する側の
視覚、聴覚の身体的条件、言語などの文化的条件はよ
り分散したものとなってきている。社会生活の基盤と
なる情報を誰に対してでも提供できることは、放送の
最も基本的な機能である。そこで、このような新たな
状況に、情報技術などを使って、より柔軟に対応して
いくための研究を進めている。
人にやさしい情報提示については、視覚障害者の支
援を目指し、データ放送コンテンツの点字や音声を含
む提示が可能な実用レベルの受信システムを開発した
ほか、触力覚を使って情報を提示するシステムの試作
と認知的特性の評価を行った。また、解説放送や手話
放送サービスの拡充を目指した要素技術の開発と試作
を行った。
音声認識による字幕制作では、ニュースや報道系情
報番組を対象として、対談などの話し言葉の認識率を
向上させるとともに、番組制作者用のニュースアーカ
イブス検索システムの開発に寄与した。
高齢者のための音声・音響処理では、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
強調法について検討を進めた。
言語バリアフリーサービスのための言語処理につい

ては、言語変換・分析手法として、国内外の外国人に
向けたサービス拡充のためのニュースの日英統計翻訳
技術および、在日外国人にもやさしい日本語への書き
換え支援の研究を進めた。また、視聴者から寄せられ
る番組への評判を分析するための分類精度を向上させ
る手法の検討を進めた。
コンテンツ検索・推薦技術については、アーカイブ
スの利用促進を目的として、番組検索・推薦のための
映像の意味的構造の抽出や番組外のテキスト情報を活
用したテキスト処理技術の研究、および基盤技術とし
てのメタデータ制作フレームワークの研究を進めた。
また、これらの技術を適用した番組検索・推薦システ
ムの開発を行い、NHKオンデマンド、番組公開ライブ
ラリーやNHKクリエイティブ・ライブラリーで利用し
た。
また、ユーザーインターフェース技術については、
視聴者の状況を認識し、その状況に応じて最適なサー
ビスを提供することを目指す技術の研究を立ち上げ、
基礎検討としてユーザー調査を実施するとともに、シ
ステムを試作した。
一方、番組が視聴者にどのように見られ、どのよう
な心理的影響を与えているのかを、脳活動および視線
を手がかりとして測定する実験を行った。また、映像
の物理的な特徴量を計測することによって視聴者の不
快度を推定する手法を開発した。

3 ユニバーサル放送サービス
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物体の形状認知特性の比較評価を進めている。2010年度は、1
本の指で触った場合と多指で触った場合との物体の大きさの感
じ方と、手掌部への反力の提示や不連続な部分で引力を与える
提示手法がサイズや形状の認知に与える効果を評価した（図2）。
その結果、1本の指では物体を大きく知覚する触錯覚が有意に生
じること、多指では手掌部への反力の提示がサイズの正確な認知
に効果があること、形状認知には引力の提示が効果があることを
明らかにした（1）。この研究の一部は、東京女子大学、KGS（株）と
共同で実施した。

■手話放送サービスの要素技術
聴覚障害者用の手話放送サービスの拡充を目指し、日本語テキ
ストから手話CGへの自動翻訳による放送サービスの技術的可能
性について検討している。手話では手や指による手指動作ととも
に、顔の表情や口型などによる非手指動作が重要である。2010
年度は、顔の形状モデル（図3）を構築するとともに、顔の形状モデ
ルを制御して非手指動作を表現できるようにTVML（TVprogram
Making Language）を拡張した（2）。また、手話CG単語を自動的に
連結する簡易な手法を開発し、用例を用いた手話CG翻訳システ
ムを試作した。この研究は、工学院大学と共同で実施した。

■解説放送制作支援技術
視覚障害者用の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研究を行っている。2010年度は、

解説台本を効率的に制作するための解説台本制作支援システム
を試作した（3）（図4）。試作したシステムでは、解説が挿入可能な
非音声・非音楽区間を自動検出できるとともに、入力可能な文
字数を提示することができる。さらに、番組の電子台本が利用
できる場合には、ト書きから解説放送の文の候補を言語処理技
術を使って自動的に生成し、参照することが可能である。

〔参考文献〕
（1）半田，坂井，篠田：“多指仮想触力覚提示におけるオブジェクトサイ

ズの認知，”HCGシンポジウム，HCG2010-C6-2, pp.343-348
（2010）

（2）金子，加藤，清水，井上，長嶋：“非手指動作を付加した手話映像生
成に関する一検討，”HCGシンポジウム，HCG2010-A5-2, pp.89
-93（2010）

（3）山内，加藤，今井，比留間：“解説放送に向けた台本作成支援ツール
試作評価，”信学総大，A-19-1（2011）

3.2 音声認識による字幕制作
聴覚に障害のある方や高齢の方をはじめ、多くの方が楽しめ
る字幕放送の拡充を目指して、字幕制作のための音声認識の研
究を進めている。

■ニュース番組用の字幕制作システム
大相撲などのスポーツ番組では、字幕キャスターが言い直し
た音声を認識して文字にするリスピーク方式の字幕制作システ

ムを、すでに実用化している。ニュース番組で字幕をより効率
的に制作するために、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をリスピー
ク方式に切り替えるニュース番組用の字幕制作システム（図1）の
開発を進めている（1）。2010年度は、音声認識用ノートPCと誤り
修正用タッチパネルPCを用いたコンパクトな字幕制作システム
を試作した。また、対談などの話し言葉の認識率を向上させ、
オペレーターによる認識誤りの修正作業を省力化した。

図2 多指触力覚提示のサイズ認知の実験風景

図4 解説台本制作支援システム

図3 顔CGモデル
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音声認識結果から元のニュース原稿を推定し、自動的に認識
誤りを修正する手法についても検討した。また、すべての報道
系番組を音声認識し、認識結果を番組映像・音声とともに蓄積
する報道番組自動書き起こしシステム（2）を、番組制作者用の
ニュースアーカイブス検索システムの開発に応用した。

■自由発話音声認識
自由発話とは、原稿の読み上げではなく、特定の話題の範囲
で比較的自由に話された音声のことである。報道系情報番組で

は、キャスターとゲスト出演者の対談部分で自由発話となり、
話し言葉特有の言い回しや早口で不明瞭な発声の影響で、音声
認識性能が低下する。そこで、単語の言語的特徴や音響的特徴
を利用して、認識誤りの傾向を識別的に学習する手法（3）や、話者
ごとの声の特徴を逐次適応学習する手法の検討を進めた。その
結果、「クローズアップ現代」から評価用に選定した対談部分で認
識率88.7％（誤り率11.3％）が得られ、2007年度の認識率75.5％
（誤り率24.5％）から3年間の研究で認識誤りを半減させることが
できた。

〔参考文献〕
（1）本間，小林，奥，佐藤，今井，都木：“ダイレクト方式とリスピーク

方式の音声認識を併用したリアルタイム字幕制作システム，”映情学
誌，Vol.63, No.3, pp.331-338（2010）

（2）小林，奥，本間，佐藤，今井：“コンテンツ活用のための報道番組自
動書き起こしシステム，”信学論，Vol.J93-D, No.10, pp.2085-
2095（2010）

（3）小林，奥，本間，佐藤，今井，都木：“単語誤り最小化に基づく識別
的リスコアリングによる音声認識，”信学論，Vol.J93-D, No.5,
pp.598-609（2010）

3.3 高齢者のための音声・音響信号処理
背景音に妨害されて高齢者には聞き取りにくくなっているセ
リフやナレーションを聞きやすくするための番組音調整技術の
研究を行っている。
2009年度までに放送現場と連携して、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
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ている（1）。2010年度は、その判定結果に
従って調整した番組音の音量バランスの妥当性を評価した。高
齢者が背景音を大きいと感じる72.5phon以上の部分を平均的な
ナレーションの大きさである70phon程度になるように音量バラ
ンスを調整した番組音を用いて、高齢者による主観評価実験を
行った。その結果、「大きすぎる」という判定が25％から15％へ
削減し、装置の判定の妥当性が確認できた（2）。
さらに、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も検討を進めた。背景音抑圧法

については、統計モデルによって音声区間を検出し、検出した
音声区間におけるステレオ音声のチャンネル間の相関からナレー
ションと背景音を推定して、適切な音量バランスとなるように
制御する方法を開発した。音声強調法については、高齢者によ
る主観評価実験を行った結果、背景音のない音声に対しては、
声の高さの変化幅を拡大することで聞きやすさが改善されるこ
とを確認した。

〔参考文献〕
（1）小森，壇，都木，庄田，黒住，小宮山，星，村川：“ラウドネスレベ

ルを指標とした音声ミキシングバランスに関する研究，”信学論，Vol.
J92-A, No.5, pp.344-352（2009）

（2）小森，清山，都木：“高齢者にも聞きやすい放送を目指した番組音量
バランス客観評価技術の検証，”音響学会秋季講演論文集，1-R-2
（2010）

3.4 言語バリアフリーサービスのための言語処理

■翻訳・日本語変換支援技術
国内外の外国人に向けたサービスを充実するために、ニュー
スの日英自動翻訳技術と、国内在住外国人のためのやさしい日
本語変換支援技術の研究を行っている。
日英自動翻訳技術では、統計翻訳システムの検討を開始し
た（1）。NHKのニュースでは直訳が少なく既存手法で統計モデル
を学習することは難しい。2010年度はニュースデータで句（複
数の単語列）ベース翻訳モデルを学習する手法を開発した。また、
この手法と既存のデコーダーなどを組み合わせて評価用の翻訳
システムを試作した。さらに、評価用の1,000記事対訳データの

整備を行った。
やさしい日本語の研究については、NHKのニュースを記述す

い
るための基本語彙を決定するために、2010年度はジャンルや期

い
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

い
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

い
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。また、やさしい日本語の暫定基準を決めるとともに、書き
換え支援インターフェースを開発し、データの作成を進めた。
さらに、やさしさを評価するためのニュース読解テストシステ
ムを試作して、日本語母語話者による予備評価実験を行った（2）。

図1 ニュース番組用の字幕制作システム
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■評判分析技術
番組終了後に視聴者から寄せられる評判を番組制作に生かす
ために、評判分析の研究を進めている。2010年度は評判の分類
精度を向上させる手法を検討した。評判は構造、表現、長さが
大きく異なる文であっても同じ分類となることがある。このよ
うな現象にうまく対処できる機械学習手法を開発した。

〔参考文献〕
（1）熊野，田中：“言語内・言語間単語共起情報を併用した対訳辞書の文

アラインメント，”言語処理学会第17回年次大会，P2-32（2011）
（2）田中，美野：“日本語母語話者による「やさしい日本語ニュース」の読

解実験，”言語処理学会第17回年次大会，B3-8（2011）

3.5 コンテンツ検索・推薦技術
アーカイブスの利用促進を目的に、番組検索・推薦のための
映像構造抽出技術とテキスト処理技術の研究、基盤技術として
のメタデータ制作フレームワークの研究を進めた。また、これ
らの技術を適用した番組検索・推薦システムの開発を行った。

■番組検索・推薦のための映像構造抽出技術
映像解析により、番組の映像を意味的にまとまりのある区間
に分割し、区間ごとに映像の内容を表すメタデータを付与する
映像構造抽出技術の研究を進めている。2010年度は、番組の意
味的な構造抽出と映像要約のためのオブジェクトやイベントを
検出する手法の開発を進めた。
番組の意味的な構造記述抽出については、複数のショットに
またがる意味のあるシーンの抽出を目指し、ニュースと紀行系
番組を対象にシーン分割の実験を進めた。ニュースに対しては、
繰り返し現れる映像内の特徴を利用したシーン分割手法を開発
した。また、紀行系番組に対象を絞ったシーン分割手法として、
クローズドキャプションを利用し、時刻と場所の変化を示す語
に注目した手法の検討を進めた。さらに、字幕スーパーを利用
した映像の意味情報の抽出を目指して、番組映像から字幕スー
パーが出現する時間区間と、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。様々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、従来手法よりも約20％の検出精度
（適合率97％達成）を向上させることに成功し、移動や、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（1）。
番組閲覧のための要約映像自動生成に向けて、映像中に現れ
る130種類のオブジェクトやイベントを検出する従来手法よりも
高速な学習アルゴリズムを開発した。

■番組検索・推薦のためのテキスト処理技術
テキスト処理技術を利用した情報検索・提示技術の研究も進
めている。2010年度は、2009年度までに開発した語の頻度や
固有表現の種類を利用した文書類似度を用いた関連番組検索手
法を改良した。さらに、新たな検索、推薦、情報提示の実現に
向けた以下の研究を進めた。
テキストを使って番組間の関連を計算する際に、アーカイブ
ス内の番組概要などだけでは情報が限られてしまうので、外部
のテキスト情報を利用する必要がある。2010年度には、外部情
報としてWikipediaを利用し、世の中で注目されている出来事や
人物などに関連のある番組を優先的に提示できる手法を開発し
た（2）。注目されている表現はWikipediaの更新履歴に基づいて特
定した。また、Wikipediaの目次情報を収集・統合することに
よって、ニュース記事を構成するための要素（ニュース構成要素）

を自動獲得する手法を開発し、ニュースオントロジー（ニュース
を構成する概念の関係を記述したもの）を構築した。さらに、
ニュースオントロジーを用いてニュース構成要素ごとに検索結
果を提示するシステムを試作した。
一方、外部のテキスト情報としてNHK年鑑を利用してニュー
スを構造化する手法を提案した。NHK年鑑中の文とNHKニュー
ス中の文とを対応付けることでニュースを構造化するものであ

ふかん
る。この手法を用いて、俯瞰的な情報としては年鑑を表示し、
詳細な情報としてはNHKニュースを提示するニュース検索シス
テムを試作した（3）。この研究の一部は、（独）情報通信研究機構と
共同で実施した。

■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環境として
提案しているメタデータ制作フレームワーク（MPF：Metadata
Production Framework）について、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、共通メ
タデータフォーマットを策定した。さらにこのフォーマットを
MPEGにおける新しいMPEG-7プロファイルとするための国際
標準化を進めた。

■番組検索・推薦システムの開発
映像構造抽出技術とテキスト処理技術を利用して、関連番組
の検索・推薦を行う視聴者向けのシステムと、番組やシーンの
検索や閲覧を可能とする制作者向けのシステムの開発を行った。
視聴者向けの関連番組検索・推薦システムについては、テキ
スト処理技術に基づいた文章類似度を計算する手法に、インター
ネットなどで用いられている通信プロトコル（HTTP）でアクセス
可能な汎用の問い合わせインターフェースを実装し、放送通信
連携システムHybridcastで想定するお薦め番組サービスの一例と
なる実験システムを試作した。
また、番組概要文の類似度に基づく手法と、出演者、ジャン
ルが類似する番組を検索する手法を組み合わせ、関連番組情報
を登録するシステムを、NHKオンデマンド室と共同で開発した。
このシステムを用いてNHKオンデマンドの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実験
的な利用を始めた（図1）。この技術を、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
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にも提供した。
さらに、映像説明文の文章類似度を計算する手法に加え、画
像類似度の計算手法を組み合わせてNHKクリエイティブ・ライ
ブラリー用の関連クリップ検索システムを試作した（4）（図2）。画
像類似度に基づく検索では、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
するとともに、ブロック単位の構図データを用いて事前分類を
行う手法で、検索処理を高速化した。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（検索キーとなる画像の描画）による検索手法を、ウェブ
ブラウザーで操作できるようにした。検索機能や使い勝手に対
する一般ユーザーの評価データを収集する目的で、NHKホーム
ページにて本システムを用いた公開実験を開始する予定である。
一方、個人の好みや視聴スタイルに適した番組の探索方法や
推薦技術を実現するために、推薦番組の個人適応技術の研究も
進めた。個人に合わせた検索結果の表示方法を検討するために、
番組推薦に関するインタビュー調査を行い、平日や休日などの
時間帯によって視聴行動が異なることやニュース・報道などの
よく見る番組ジャンルがあることを確認した。この結果に基づ
いて、検索結果に含まれる好みのジャンルの番組の順位を上げ、
優先的に表示する仕組みを実現した。
制作者向けには、番組検索閲覧システムの試作を行った。試
作システムには、典型的なカメラワーク、色や模様による画像
類似、顔の有無、字幕スーパーの有無などの映像解析結果に基
づく検索機能と、番組内容を記述する文章の類似度に基づく関
連番組検索の機能を組み込んだ。また、大量の映像を対象とす
ることを目的として、上記検索に必要なメタデータの抽出とイ
ンデックスの生成を自動で行う機能も実装した。

〔参考文献〕
（1）河合，住吉，藤井：“単一映像フレームからの字幕領域検出手法，”

映情学冬季大，3-7（2010）
（2）後藤，宮崎，田中，相澤：“Wikipediaの更新履歴を利用した番組検

索，”映情学年次大，3-4（2010）
（3）加藤，宮崎，後藤，田中：“NHK年鑑を利用したニュースの構造化，”

信学総大，D-5-4（2011）
（4）住吉，望月，後藤，藤井：“関連コンテンツ検索・推薦システム，”

映情学年次大，3-1（2010）

3.6 テレビユーザーインターフェース技術
2010年度からテレビのユーザーインターフェースの研究を開
始した。画像認識などの技術を利用して視聴者の状況を取得し、
その状況に応じて視聴者に最適なサービスを提供するための研
究を進めている（1）。
研究を進めるうえでの基礎検討として、家庭内でのテレビ視
聴状況の調査を行い、いわゆる「ながら視聴」などの視聴行動パ
ターンを整理した。
視聴者の状況を取得する方法としては、人物に関する認識技
術を中心に研究を進めた。視聴している人物の識別では、肌色
抽出、顔検出と顔特徴点探索処理の組み合せからなる、高速で
頑健な顔画像認識手法を開発し、実時間で複数人数の識別を可
能とした。また、顔画像認識に必要な学習用データベースを構
築する際に、画像アラインメント手法を用いて顔画像登録の自

図1 NHKオンデマンドの関連番組提示画面

図2 NHKクリエイティブ・ライブラリー用の関連クリップ
検索システム

図1 試作ユーザーインターフェースの認識処理結果
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動化を実現した。視聴時の行動の識別では、複数の動画像特徴
点をひとまとめにして、動作ごとに分類することで多彩な動き
に対応できる動作認識手法や、対象物の奥行き情報と画像情報
の時間的な変化を利用したジェスチャー認識手法を提案した。
また、顔表情の変化と番組への関心度の相関が高いことを想定
して、番組視聴時の顔特徴の変化の様子を分類する手法を提案
した。
これまでに開発した人物認識手法を実装したテレビのユーザー
インターフェースシステムを試作した。試作したシステムでは、

各種の画像認識処理を利用して視聴者の状況を取得し（図1）、状
況に応じて関連するコンテンツを推薦・提示する仕組みを導入
した。

〔参考文献〕
（1）苗村，高橋，奥田，三ッ峰，クリピングデル，藤井：“視聴状況に基

づいたテレビインタフェース，”映情学誌，Vol.64, No.12, pp.1816
-1819（2010）

3.7 視聴者心理状態推定技術
番組が視聴者にどのように見られ、どのような心理的な影響
を与えるのかを客観的に分析するために、視聴者の脳活動や行
動（視線の動きや視聴態度など）から視聴者の心理状態を推定する
技術の研究を進めている。

■脳活動分析
脳活動の分析としては、2010年度は機能的近赤外分光分析法
を用いて、注意の状態を解析する技術の開発に取り組んだ。通
常、脳活動の研究では、映像を見ている人に様々な課題を与え
て注意の状態を変化させて、対応する脳活動を測定する。しか
し、脳活動は見ている映像以外の要因からも影響を受けるので、
注意の効果だけを抽出することが困難である。そこで、視野内
で注意を向ける方向を規則的に変化させながら脳の活動を計測
し、その変化に同期した活動だけを取り出す手法を用いて分析
した。その結果、注意を向ける方向を左右に変えたときに、応

答が特徴的に変化する脳部位を主に側頭部に見いだした（1）（図1）。
今後、さらに詳細な注意の分析を進めて行く。

■視線分析
番組映像のどの部分に注意や興味が向けられているのかを調
べるために、視線の分析を行っている。2010年度は、視線の計
測結果に基づいて注意が向けられている位置を特定するととも
に、画像のコントラストと色の変化が、注意のひきやすさにど
の程度効果を及ぼしているのかを明らかにする実験を行い、画
像のコントラストと色の変化の効果を定量化した（2）。また、開発
した視線測定システムを改良し、測定できる視野を大幅に拡大
した。改良した測定システムを用いて、スーパーハイビジョン
などの超高臨場感映像システムが視聴者にどのような心理的効
果を与えるのかを計測する予定である。
一方、コンテンツが視聴者に好ましくない影響を与える可能
性もある。特に、近年の家庭用テレビの大画面化に伴い、映像
の揺れや点滅によって不快に感じる視聴者が増加する可能性が
ある。この課題に対応するために、2010年度は、映像の物理的
な特徴量から視聴者の不快度を推定する計算機プログラムを開
発した。主観評価実験を行い，その有効性を確認した。

〔参考文献〕
（1）M.Harasawa and H.Ishikane：“Continuously moving RSVP task

revealed neuronal activities related to position of spatial
attention：an fNIRS study，”Vision Sciences Society 11th Annual
Meeting, 53.427（2011）

（2）梅田，小峯，森田：“視覚探索課題におけるサッカード潜時から導出
する顕著性算出パラメータ，”映情学年次大，4-11（2010）図1 空間的な注意に関連すると考えられる脳部位

（色の違いは注意を向ける方向による）
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