
4.1　人にやさしい情報提示

視覚や聴覚に障害のある人も放送を楽しんでいただくために、
人にやさしい情報メディアの研究に取り組んでいる。

■ 非言語情報の触力覚提示技術の研究
視覚に障害のある人に、図や美術品の形状など、言葉では表
現が難しい２次元、３次元情報を触覚や力覚で伝える技術の
研究を進めている。
２次元情報の触覚提示のうち、触覚ディスプレー上の任意の
箇所を異なる振動で提示して図やグラフなどの理解促進につな
げる方法では、面単位の振動に加え線分単位の振動を可能とす
ることで、図中の空間位置と折れ線グラフの把握に必要な時間
を短縮する効果を確認した。さらに指を誘導して構図全体を伝
える力覚誘導では、空間位置認知の誤りが小さくなる誘導速度
の条件を導出した。
2012年度に開発した指先に複数の刺激を与える多点分布提
示方式を用いた３次元情報の提示では、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、
刺激点数が稜線の認知に与える影響について検討した結果、刺
激点は４点が望ましいことが分かった。また、刺激点でx,y,z方
向に力を返す機械的な自由度の数が曲面の触認知に与える影響

NHK ハイブリッドキャストが始まり、放送サービス
のより一層の充実が図られた。一方で、障害者や高齢
者、外国人など全ての視聴者が、視聴環境や状況に
応じて必要な情報にアクセスし、コンテンツを楽しむ
ための手段の充実も望まれる。そこで、誰もが放送サー
ビスを享受できる人にやさしい放送のための技術の研
究開発を進めている。

人にやさしい情報提示の研究では、視覚に障害の
ある人のための触・力覚提示手法の研究を進め、2次
元情報の把握を容易とするための提示方法と、指に多
点で力の刺激を与える3次元情報提示方法を提案し、
評価を行った。また、聴覚に障害のある人のために、
日本語テキストを手話ＣＧに自動翻訳する技術につい
て、気象情報を対象とした翻訳システムの改良を進め
た。

字幕制作のための音声認識の研究では、情報番組
への字幕付与を目的とした音声認識技術を改良し、認
識率を95.9％まで改善した。また、地域放送局展開
を目的として、ニュース原稿を利用した認識誤り自動
修正アルゴリズムを開発した。

高齢者のための音声・音響信号処理の研究では、
番組音声を受信機側で聞き取りやすく調整する装置の
改良を図った。また、放送原稿の自動読み上げや、デー
タ放送などの文字の読み上げサービスに向けて、音声
合成技術の改良を進めるとともに、多様な表現を可能
とするための音声加工技術の研究を開始した。

言語バリアフリーサービスのための言語処理の研究
では、国内に在住する外国人のためのニュースの「や
さしい日本語」変換支援システムの書き換え作業効率
向上のための技術開発とやさしい日本語への自動変換
技術の研究を進めた。また、番組に対する視聴者の
意見を把握する目的で、放送番組に寄せられる視聴者
の意見を言語解析により分類するシステムの開発を進
めた。

コンテンツ検索・推薦技術の研究では、コンテンツ
利活用の基盤作りを目的として、番組概要文の言語解
析に基づき番組を多様な関係性により結びつけたコン
テンツマップの構築、番組検索・推薦の根拠となった
理由の抽出手法の研究を進めた。関連番組検索技術
の研究成果をハイブリッドキャストアプリに組み込ん
だ。また、映像制作に有益なメタデータを素材映像に
付与して検索や加工作業を支援するための「素材バン
ク」システムの研究を進めた。開発した映像内容に基
づく解析技術を地域放送局での素材映像管理で利用
した。

視聴者の心理状態推定技術の研究では、スーパー
ハイビジョンを想定した高精細映像がもたらす立体感
について、認知特性を明らかにする実験と脳活動計測
による実験を進めた。また、脳活動計測から映像に
対する心理状態を分析する研究と、映像による身体
への悪影響を防止する技術の高度化の研究を進めた。

　図1　多点分布提示方式
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を評価し、少なくとも１点は３方向の自由度が必要であるなど、
提示装置の設計指針を得た。この研究の一部は東京大学と共
同で実施した。

■気象情報の手話CG翻訳技術
気象情報を対象として、日本語テキストから手話CGへの自動
翻訳技術の研究を進めている。
2013年度は、前年度に引き続き用例翻訳や統計翻訳による
節・句単位の処理による翻訳精度の向上を図るなど、日本語-
手話CG翻訳システムを改良した。生成した手話CGの再生速度
を調整し、元の気象番組の進行と同期して手話を再生する翻訳
システムのプロトタイプを開発し技研公開で展示した。また、当
翻訳技術に用いている日本語—手話単語の対訳辞書をＮＨＫオ
ンラインで公開するシステムを開発し、どなたでもアクセスでき
るサービスを開始した（図２）。これは、研究成果の社会還元と
して手話学習者の参考にしていただくとともに、手話CGの品質
への意見を研究の改善に生かすための取り組みである(2)。この
研究の一部は工学院大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)		 半田，坂井，清水，篠田：“指先への多点分布力覚提示による立

体稜線の触察動作の評価,	”	信学技報,	Vol.113,	No.347,	pp.5-9
（2013）

(2)	 	NHK手話CGサイト,	http://www.nhk.or.jp/signlanguage/

4.2　字幕制作のための音声認識
高齢者や聴覚に障害のある人をはじめ、多くの人が字幕放送
を利用して楽しめる番組を拡充するために、生放送番組の字幕
を効率良く制作する音声認識の研究を進めている。

■ 情報番組の字幕制作
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
リスピーク方式は、大相撲などのスポーツ番組をはじめ、あさイ

チなどの情報番組の字幕制作に利用されている。豊富な話題を
提供する情報番組の字幕制作では、日々の話題によって変化す
る単語の連鎖確率に追従する言語モデルや、リスピーカーの疲
労などにより変化する母音・子音の周波数分布に追従する音響
モデルが必要である。
2013年度は、広範な話題が含まれる情報番組の字幕を含む
テキスト約1.5億単語分を追加して言語モデルを学習した。また、
言語モデルと相補的に探索できるアルゴリズムを用いて認識誤
りを補う音響モデルを統合し、その探索手法を最適化した。さ
らに、話題に適応化した言語モデルの学習法（1）を開発した。情
報番組あさイチから評価用に選定したリスピーク音声の誤認識
率は7.3%から4.1%に改善されており、現運用で事前準備として
行われる番組話題に関連する情報収集などを軽減できる見通し
を得た。

■ニュース番組の字幕制作
ニュース番組用の音声認識字幕制作システム(2)が大阪・名古屋・

福岡・仙台放送局に整備され、各局のローカル番組に字幕が付
与されるようになった。技研は配備に際しての技術的課題の解
決に協力するとともに、規模の小さい地域放送局に今後より展
開するために、ニュース原稿を利用した認識誤り自動修正アル
ゴリズムを開発した(3)。

〔参考文献〕
(1)	 藤田，奥，小林，佐藤	:	“制約付き非負値行列因子分解に基づく

言語モデル適応,	”	音講論（春），2-9-7	(2013)

　図２　手話CG公開ホームページ
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 図1　情報番組リスピーク音声の誤認識単語の削減



(2)	 A.	Kobayashi,	Y.	Fujita,	T.	Oku,	S.	Sato,	S.	Homma,	T.	Arai	
and	T.	 Imai	 :	 “Live	Closed-Captioning	System	Using	Hybrid	
Automatic	Speech	Recognition	 for	Broadcast	News，”	NAB	

Proceedings,	pp.	227-283	(2013)
(3)	 佐藤，尾上，小林，奥，藤田，一木，“原稿WFSTを利用した誤

認識修正アルゴリズム，”	音講論（春），2-4-8	(2014)

4.3　高齢者のための音声・音響信号処理
高齢者をはじめ、すべての人に聞き取りやすい音声放送サー
ビスを提供するため、番組音声を受信機側で任意に調節する技
術、および高品質な音声合成・加工技術の研究を進めている。
番組音声を調節する技術については、2012年度までに受信
機側で番組中の音声と背景音の音量バランスを任意に調整でき
る技術を開発した(1)。2013年度は、実用化に向けてアルゴリズ
ムの軽量化を図り、これに話速変換技術を統合した装置を開発
して具体的なサービスイメージを示すとともに、評価実験を通じ
て音声調整技術と話速変換技術を統合した効果を確認した（図
1）。
高品質な音声合成・加工技術の研究については、2012年度
までにニュース番組から大量に録音したアナウンサーの音声デー
タを用いて、高品質に任意の文章を音声合成する方式を開発し
た。また、ラジオ第２放送の番組「株式市況」で、開発した自
動読み上げ装置を放送に使用した。2013年度は、合成音声で
多様な表現を可能とするため、音声合成技術の基本性能を向上
するとともに、感情制御に関する音声加工技術の研究を開始し
た。音声合成技術の性能を向上させる手法として、これまで使
用してきたデータベース方式（音声データの音響的・言語的特
徴を直接扱う方式）において、テキストを音素列に分割する際に、
音素列間の連続性を高めるよう、聴感的な影響が小さい無声子
音や無音での接続が増すように探索単位を改良した(2)。さらに
安定した合成音を実現するため、データベース方式で音素列が
存在しない場合に、特徴量を機械学習して構築した統計モデル
を扱う方式（統計モデル方式）と切り替える方式を検討した。
音声加工技術については、特定話者の無感情な音声に対して
任意の感情表現を付与することを目的として、その制御規則を
抽出するための感情音声データベースの整備を進めた。評価実
験を通じて所望の感情に判定された音声を抽出し、平静と判定
された音声との音響的特徴の差分から感情表現制御規則を抽
出した(3)。併せて、制御規則を適用可能な音声変換方法を開発
し、抽出した感情表現制御規則を平静音声に適用した音声の
効果を評価実験により検証した結果、正答率が60％以上にな

ることを確認した。
研究成果の実用化を推進するため、株式市況自動読み上げ
装置において、呼値の刻みを円単位から銭単位に細分化、数値
読み上げ範囲を1,000万未満から１億未満まで拡張、概況部分
の読み上げといった運用変更に対応可能とした。また、気象通
報自動読み上げ装置の放送利用に向けて、話速変換による発
話時間調整時の音質劣化を避けるため、音声データの事前分析
によって得た全ての波形伸縮単位を人手で確認し、誤っていたも
のに修正を加えた。これらを反映した自動読み上げ装置の運用
が、株式市況で3月末から開始された（図2）。

〔参考文献〕
(1)	 Komori,	 Imai,	 Seiyama,	 Takou，Takagi	 and	 Oikawa：

“Development	of	volume	balance	adjustment	device	for	voices	
and	background	sounds	within	programs,	 for	Elderly	people,”
AES	135th	Convention	Paper	9010		(2013)

(2)	 世木：“波形接続型音声合成システムの素片選択基準に関する検
討，”	音講論（春），1-R5-9		(2014)

(3)	 清山，世木，今井，都木：“感情制御用音声データの評価，”	映
情学冬大，13-4	(2013)
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　図1　評価実験の様子

　図２　自動読み上げ装置



4.4　言語バリアフリーサービスのための言語処理

■ やさしい日本語変換支援技術
国内に住む外国人のためのニュースの「やさしい日本語」変換
支援技術の研究を行っている。2012年度に公開実験として始
めたやさしい日本語のニュースサイト「NEWSWEB	EASY」が
2013年度から本格運用となり、1日5つの記事の公開を始めた。
書き換えに必要な時間の短縮に向け、フリガナ表示、難しい語
への辞書情報表示、固有名詞のカラー表示などに使うための詳
細情報を自動付与する手法を開発し95％以上の精度を得た(1)。
さらにニュースをやさしい日本語に自動変換するために、
2013年度は、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、これら分割された各文の修飾句を文として取り出す
手法の研究を進めた（2）。また、これらの研究に必要なニュース
原稿の書き換え事例等の言語データを整備した。

■ 評判分析技術
放送番組に寄せられる視聴者の意見を番組制作に生かすた
めの評判分析技術の研究を進めている。2013年度には、番組
に関するTwitterのメッセージの番組名を自動的に判定するアル
ゴリズムを開発し、これを使ったツイートの体系的・網羅的な分
析システムを作成した（図1）。
番組に関連するツイートであっても番組の正式名称や番組名
を表すハッシュタグが書かれていないことが多い。このため、ツ

イートが、どの番組を対象としたものなのか判定するために、省
略形や表記の揺れを伴う番組名、番組内容、視聴中を表す表
現の3つに着目し、これらを個別に検出する各々のアルゴリズム
を組み合わせる方式を開発した。これによって、番組の正式名
称やハッシュタグが用いられていないツイートであっても、77%
の精度で対象番組を検出することが可能になった(3)。
番組名を検出するアルゴリズムには、人手で番組名、省略形、
表記の揺れの情報をルールとして与えることが必要である。番
組内容、視聴中の表現を検出する各々のアルゴリズムを組み合
せて判定するため、定時番組のシリーズ名に対するルールのみ
を用意することで、個別の放送回まで番組判定が可能となって
いる。その結果、ルールの保守が容易になり、継続的な反響
分析の手間が省力化された。

〔参考文献〕
(1)		 熊野，田中：“Dependent	Dirichlet	Processを用いた日本語文書

へのタグづけのオンライン学習，”	言語処理学会第20回年次大会
予稿集，pp.	1075-1078	(2014）

(2)		後藤，熊野，田中：“一般ニュースからやさしい日本語ニュースへ
の書き換えの分析，”	言語処理学会第20回年次大会予稿集，pp.	
15-18	(2014）

(3)		平野，神部，小早川	:	“ツイート対象番組の自動判定,”	映情学年
次大，3-7	(2013)

4.5　コンテンツ検索・推薦技術
■言語情報を用いたコンテンツ利活用技術
放送局が所有する大量のコンテンツを有効活用するために、

コンテンツに関するテキスト情報を利用してコンテンツを管理
し、検索・推薦する研究を進めている。
コンテンツを管理する研究では、EPG(Electronic	Program	
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 図1　ツイート解析による分析システム



Guide)に含まれる番組の概要を説明した番組説明テキストを利
用して、対象となる番組の主題を抽出し、抽出した主題と番組
との関係を推定する手法を開発した(1)。この手法により獲得し
た主題と関係、そして、2012年度までに開発した単語間の関係を
利用して、番組間を結び付けるコンテンツマップを構築した（図
1）。コンテンツマップにより、例えば主題が「高血圧」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
を分類し、管理できる。さらに、ユーザーから番組への投稿文
に含まれる単語情報を利用して番組間の関係を抽出する技術を
提案した。実際の投稿文を対象とした実験により、例えば2つ
の番組で使用されている曲の歌手が同じといった、番組説明テ
キストには含まれない有益な関係が多数得られることを確認し
た。
コンテンツを検索・推薦する研究では、番組が検索・提示さ
れた理由を説明する単語を番組説明テキストから抽出する手法
を考案した(2)。1週間分の放送予定番組を対象として検索理由
提示の評価実験を行い、その有効性を確認した。また、2013
年12月よりサービスが開始され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」において、関連するおすすめ
番組の表示に番組検索技術の研究成果が活用された（図2）。

■ 素材映像の利活用技術「素材バンク」
映像アーカイブスに蓄えられた素材映像の利活用を目的に、
映像制作に有益な情報（メタデータ）をセンサー技術や映像解
析技術を連携させて自動付与し、検索や加工作業を支援する素

材映像マネージメントシステム「素材バンク」の研究を進めている。
センサー技術に関しては、映像合成時に必須なカメラの動き
情報（カメラパラメーター）の取得を目的に、半導体製造技術で
作成した小型の姿勢センサーや距離センサーなどで構成される
ハイブリッドセンサーの開発を進め、パターン認識による誤差補
償機能の付加により運用性の向上を図った。さらに、ハイブリッ
ドセンサーと撮影映像の解析によるカメラパラメーター推定手法
とを融合し、より頑健で高精度なカメラパラメーター取得手法を
開発した。
映像解析による映像加工技術に関しては、動画中の指定被
写体領域をインタラクティブに抽出する手法を開発した。「素材
バンク」内で計算コストのかかる領域分割処理を事前に行うこと
で、抽出作業時のユーザビリティーを確保し、ユーザーの指示
に対して適切な領域が抽出されるように、事前に分割した領域
のサイズを考慮した抽出アルゴリズムを考案した。これにより、
簡単で高精度な被写体領域抽出を可能にした。
映像検索技術に関しては、画像内から抽出した多数の特徴点
と、特徴点間の関係、画像内での位置などを考慮することで、
従来手法よりも高精度に物体の種類を識別することが可能と
なった(3)。あわせて、領域分割手法と各領域の画像特徴を利用
し、映像に現れる被写体を漏れなく含むキーフレーム画像の抽
出技術を考案した。さらに、画像間の「見た目」の類似性を利
用した映像検索技術についても研究を進めた。まず、撮影の最
小の単位であるカット単位の検索については主被写体領域に重
みを置き類似性を評価することで精度を改善した。また、画像
をブロックに分割し、類似する絵柄の出現頻度を求め、これを
尺度とすることで、同じ場所を撮影した一連の複数カットを統合
しシーンとして抽出する技術とシーン単位で検索する技術を開発
した。
これら映像検索技術をベースに、これまで開発してきた震災
メタデータ補完システムを改善し、映像認識技術による被写体
抽出精度の向上を図った。また、アーカイブテープ（LTO:Linear	
Tape-Open）からの参照動画取得機能や自動処理機能、メタ
データ修正機能などを付加した実験システムを構築し、2013
年９月末から福島局で試験利用され、約３ヶ月で１万本以上の
震災関連のビデオテープに基本的なメタデータを自動付与し、
ショット単位での映像検索が可能となった（図３）。この研究の
一部は、実用化研究として（一財）NHKエンジニアリングシステ
ムに委託した。また、清水建設株式会社	技術研究所と共同で
実施した。

関連番組

　図2　ハイブリッドキャストアプリ　「みのがし、なつかし」

検索用PC データ蓄積用ディスク

処理用PC LTOドライブ

　図３　福島局で試験利用中の震災メタデータ補完システム
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 図1　コンテンツマップ
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4.6　視聴者心理状態推定技術
番組がどう見られ、どのような心理的効果を与えているのか分
析するために、視聴者の主観評価や脳活動などから心理状態を
推定する研究を進めている。
2013年度は、スーパーハイビジョンのような高精細動画像の
心理的効果を明らかにするために、動画像の解像度を変えて立
体感を評価した結果、2012年の陰影画像を用いた結果と同様
に、解像度が高くなるほど立体感が高くなることが明らかになっ
た（1）。さらに、解像度の差異が立体感の違いを感じさせる神経
的なメカニズムを調べるため、陰影画像から奥行きを判断する
際の脳活動を計測する実験を行った。その結果、奥行き判断に
特有の脳活動がみられ、単眼での奥行き知覚には、運動や空
間的な知覚に関連する領域が関わっていることが明らかになっ
た(2)。
映像に対する心理状態の脳活動による分析の研究では、番組
を視聴しているときの心理状態の時系列的な変化を推定するた
めに、番組視聴中の脳活動を機能的磁気共鳴画像装置（fMRI）
によって計測し、機械学習アルゴリズムを用いて解析した。そ
の結果、番組としてお笑い番組を取り上げた実験では、視聴者
がおかしいと感じるよりも前に、番組の次の展開を期待するよう
な心理状態にあることを見出し、そのような心理状態が計測可
能であることを示した	(3)	（図1）。
映像による身体への悪影響を防止する技術の開発では、画
面動揺、点滅およびしま模様が同時に生じた場合の不快度を
高精度に推定する方法を考案し、その手法の有効性を評価実
験で検証した。
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　図１　脳活動分析による「笑い」体験の予測
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