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4.1　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、人にやさしい情報メディアの研究に取り組んで
いる。

■3次元物体や2次元情報を触れて伝えるための
触・力覚提示技術の研究
視覚に障害のある人だけではなく、すべての人に現行のテレ

ビでは伝えられない3次元形状や硬さなどの触覚情報を伝える
技術の研究を進めている。
2014年度は、指先に複数点の触力覚刺激を与える多点分布

提示方式を用いた3次元触力覚提示装置を改良し、3次元形状
と共に硬さの分布情報も同時に提示できる装置を開発した（図
1）（1） 。提示する物体の3次元形状はレーザースキャナーで計
測し、硬さ分布情報は超音波を1点に照射して対象物に生じた
変形量をレーザー測距することで得られる。計測された3次元
形状情報と硬さ分布情報を触力覚提示装置に伝送することで
即座に触力覚提示することができる。さらに、これまで得られ
た知見を基にして、これまでの大がかりな力覚提示機構部分を
改良することで、多指による多点分布提示を把持動作で行うこ
とが可能な装置の基本設計を行った。これにより、2本指で物

体をつまむ動作を検証でき、将来の小型化・可搬型にも拡張可
能な装置を試作した。この研究の一部は、東京大学と共同で実
施した。
視覚に障害のある人に触覚と音声によってグラフや地図等の
2次元情報を伝える触覚提示技術の研究では、図中の重要な部
分を異なる振動で伝える局所振動提示方式と、機械的に指を
誘導して全体構成や構図等を大局的に伝える力覚誘導方式の
開発を進めている。2014年度は教育現場での適用を目指した
コンテンツによる実証実験を進め、両方式の効果を明らかした。
また、コンテンツを容易に作成できるオーサリングツールを開

多様で豊かな放送コンテンツが日々大量に制作されている。一方、障害者や高齢者、外国人などすべての視聴
者が、視聴状況や環境に応じて必要な情報にアクセスし、コンテンツを楽しむ手段のさらなる充実も望まれてい
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、触・力覚提示手法の研究を進め、すべての人に現行のテレビでは伝えられ
ない3次元形状や硬さなどの触角情報を伝えるための装置の開発と、視覚に障害のある人のために開発した触覚提
示装置の教育現場における実証実験を進めた。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て、これまで課題となっていた表情を表現するための技術の向
上を図った。さらに、2013年度にNHKオンラインのサイトで公開した日本語－手話単語の対訳辞書を引き続き公
開し、CGの品質へのご意見を収集し、研究に生かす取り組みを継続した。
字幕制作のための音声認識の研究では、背景雑音や不明瞭な発音を含む情報番組への字幕付与を目的とした音
声認識技術の開発に着手し、従来法に比べて誤りを半減した。また、字幕制作現場の実態に即して改修した認識
誤り修正端末や認識エンジンを提供するなど技術局と連携し、実用システムの開発にも貢献した。
多様な表現のための音声合成・加工技術の研究のうち、音声合成の研究では、音声波形を直接利用する方式と
大量の音声波形の統計処理による方式を組み合わせた音声合成技術の開発を進めた。音声加工技術の研究では、
複数話者の音声に対する感情音声加工の新しい方式を開発した。また、実用化研究では、話速変換技術の聞きと
りやすさの向上を図り、スマートフォンにも適用可能なアプリケーションを実現した。
言語バリアフリーサービスと番組評判分析技術の研究では、国内に住む外国人のためにニュースの「やさしい日
本語」変換支援技術の研究を進め、自動で「やさしい日本語」に変換する技術について、構文の分割法と表現をやさ
しくする手法の開発を進めた。また、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意見文の自
動解析技術の開発では、意見の種別を自動判定するアルゴリズムと、ツイートで意見を述べるときに用いられる新
しい表現を自動検出する手法の研究を進めた。
視聴者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、映像に対する主観評価を脳活動から推定
する技術の研究も進めた。さらに、映像による身体への悪影響を防止する技術の研究を進め、不快度の推定精度
を向上させる手法を考案し、これを組み込んだ不快度推定装置を試作した。

4　人にやさしい放送

図1　3次元形状と硬さ分布を提示可能な触力覚提示装置
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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とする多くの人が、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
に字幕を効率よく付与する音声認識技術の研究を進めている。

■協調発話認識の研究
背景雑音があり、かつ必ずしも明瞭でない発音箇所を含む情
報番組などでは、現在、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（復唱）方式が採られている。
字幕キャスターを確保できない地域放送局発の情報番組や、
現在リスピークを用いている一部の番組の音声を直接認識し
て、効率よく字幕を付与することを目指した音声認識技術の研
究開発に着手した。
雑音環境下の発話や明瞭性の低い発話の音声認識は、従来

の確率モデルに基づく手法では認識困難であった。これを改善
するために、2014年度は、話し言葉のあいまいな単語の連鎖
確率を与える言語モデル（1） と、正しく発音されていない母音
や子音の周波数分布を与える音響モデルに、ニューラルネット
ワークに基づく深層学習モデルを導入して各モデルの性能向上
を図った（2） 。さらに、この深層モデルに雑音を除去する層を
付加して、背景雑音に対する耐性の向上も図った。また、この
深層モデルを学習するにあたり、明瞭性の低い音声を学習する
ための約1,000時間の高精度なコーパスを自動構築（3） したほ
か、明瞭な発音を前提とした音素列から、不明瞭な発音の音素
列を推定する翻訳モデルの構築（4） を試み、認識精度の改善を

図った。
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36％か
ら13％に削減できた。

■実用化
当所では、番組音声を直接認識することが多いニュース番組
の字幕制作用に、複数修正者による連携機能や聞き直し機能
などを搭載した高機能な認識誤り修正システムと高精度な認識
エンジンを開発してきた。この2つの技術を、ニュース以外の
番組で利用されているリスピーク方式の字幕制作用に改修し
た。従来のシステムでは修正機能が少ないため、正しく認識で
きるまでリスピーカーが何度もリスピークして字幕制作する必
要があったが、改修システムでは修正能力が向上したため、一
度のリスピークで済むようになり、効率良く字幕を制作できる
ようになった。
一方、認識誤りを修正する人員の確保が難しい地域放送局

で番組に字幕を付与するため、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（5） 。このア
ルゴリズムを組み込んだシステムが広島放送局に導入され、運
用を開始した（図1）。

発し、盲学校での教材作成などに利用できる見通しを得た。こ
の研究の一部は、筑波技術大学と共同で実施した。

■顔表現を含めた気象情報手話CG翻訳技術の研究
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。
手話において、手話を演じる人の表情は、その人の感情を表

出するのみならず、手話文の意味の一部の表現となっているた
め、非常に重要である。2014年度は、アニメーターが制作し
た表情のデータを、手話CG翻訳システムのキャラクターに適
用し、その表情を制御する技術を開発した（図2）。また、この
システムは、入力した日本語文と、それを変換した結果得られ
た手話単語列の単語間対応関係（アライメントという）を比較
し、元の日本語文が意味する内容のうち、表情で表現する必要
のある部分が翻訳後の手話CGのどの位置であるかを自動で推
定することができる。しかし、現状では、推定された位置でど
のような表情を表出するのが適切かは人手による指示が必要で
ある。
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オンラインのサイトで公開し、CGの品質へのご意見を収
集する取り組みを2013年9月に開始して、2014年度も継続し
た（2） 。この評価サイトの運用は順調に推移しており、2014年
11月末現在でトップページの累積訪問数約85万、評価総数約
7,400件に達している。手話CGの分かりやすさの評価結果は、
「よくわかる」「まあまあわかる」が合わせて約9割に達した。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，藤原，坂井，清水，牧野，篠田：“物体の形状と硬さ分布の

触感覚伝達システムの開発,” 映情学年次大, 22-3（2014）
（2） 比留間，清水，井上，加藤，梅田，宮﨑，東：“手話CG評価サイト

の構築と運営,” 映情学誌，Vol. 69, No. 1, pp. J1-J5（2015）

図2　試作した表情のある手話CGの例
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〔参考文献〕
（1） 小林，一木，藤田，奥，佐藤：“リカレントニューラルネットワーク

に基づく識別的言語モデルの検討,” 音講論（秋），2-Q-16（2014）
（2） 尾上，一木，奥，小林，佐藤：“放送音声のためのDNNパラメータ

の検討,” 音講論（春），1-P-24（2015）
（3） 奥，一木，尾上，小林，佐藤：“放送音声と字幕テキストを利用し

た音声言語コーパスの開発,” 情処研報，Vol. SLP-103, No.2, 
pp.1-5（2014）

（4） 一木，尾上，奥，小林，佐藤：“大規模コーパスから学習した音素
翻訳モデルに基づく発音系列の自動生成,” 音講論（春），1-1-9
（2015）

（5） 佐藤，尾上，小林，奥，一木，荒井：“ローカル番組の字幕付与シ
ステムの開発,” 情処研報，Vol. SLP-103, No.1, pp.1-6（2014）

図1　広島放送局に導入された字幕制作システム

4.3　多様な表現のための音声合成・加工技術

音声合成技術を利用した、人にやさしい放送サービスの実現
に向けて、多様な表現を可能にする音声合成・加工技術の開
発に取り組んでいる。伝わりやすい情報読み上げや、効果的な
演出を実現するには、これまでに開発した任意文音声合成技術
の一層の高品質化と、発話内容に応じた表現力を備えることが
課題である。

■音声合成技術
これまでに、音声データベースの音声波形を直接利用する方
式で、ラジオ第2放送「株式市況」の自動放送化を実現し、現用
されている（1） 。この方式は、言い回しが有限の場合には高品
質な合成が可能であるが、任意文に対しては、データベースに
ない未知語を合成する場合に、音質が劣化するという課題が
あった。そこで、これまでに開発した音声データベースの音声
波形を直接利用する方式と、同データベースから作成した統計
モデルを用いる方式の長所を組み合せて、任意文の合成音の
品質を高めるハイブリッド方式の開発を進めている。2014年
度は、そのシステム構築に向けてこれら2つの方式のプラット
フォームを統合し、さらに入力テキストからアクセントや品詞
情報付きの音素を作成する技術と、新たに収録した音声から音
声データベースを構築する際にこれらを編集する技術を開発し
た。以上により、ハイブリッド方式の自動化に向けた要素技術
の開発を当初計画に先行して行った。

■音声加工技術
人の発話は平静な口調ばかりではなく、内容によって、一連

の発話の中でも「楽しげな声」や「怒った声」、「明るい声」や「暗
い声」などがある。人にやさしいヒューマンインターフェース
や、番組制作上の演出効果として合成音を利用する際、番組制
作者からそのように音声を加工したいという要望がある。そこ
で、平静な音声に感情表現を付与する音声加工技術の研究を

行っている。
これまでに、特定話者の感情音声データベースを構築して、
各感情音声と平静音声の音響的特徴量の差分から感情加工規
則を抽出し、それを用いて音声を変換する一連の音声加工方式
を開発した（2） 。2014年度は、複数話者の音声に対して感情音
声加工を実現するため、6名分の感情音声データベースの追加
構築に着手し、既開発の特定話者の加工方式の複数話者化を
実現した。加工の際に、声の高さの変化が聴感的に不自然にな
らないように音声生成機構に基づくモデルを用いた平滑化を行
い、聴感的な安定化を図った（3） 。また、句の係り受けなどの
言語情報を用いて平滑化アルゴリズムの改良を図り、加工音声
の更なる高品質化を図った。特定話者の感情表現を別の話者
の平静音声に付加する方式の効果を、主観評価実験で確認し
た。

■実用化研究
これまでに開発した、音声をゆっくりにしても時間遅れを蓄
積しない話速変換技術の聞き取りやすさの一層の向上を目的
に、話速の変化に応じて抑揚を強調する機能を開発した。
2013年度まで開発してきた、音声と背景音の音量バランスを
好みに調節できる技術との組み合わせも可能であり、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図った。

〔参考文献〕
（1） 世木，妹尾，小滝，栗原，細谷，飯島，倉田，渋谷：“ラジオ第2の

番組「株式市況」と「気象通報」のための音声合成を利用した自動放
送システム,” 映情学冬大，3-5（2014）

（2） 清山，今井，都木：“差分モデルによる感情音声加工方式の検討,” 
信学総大，D-14-12（2015）

（3） 田高，清山，今井，都木：“スペクトル差分を用いた感情表現付与
のための音声加工方法の検討,” 信学総大，D-14-13（2015）
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4.4　言語バリアフリーサービスと評判分析の研究

■やさしい日本語自動変換技術
国内に住む外国人のためにニュースの「やさしい日本語」変
換支援技術の研究を行っている。
2014年度は、入力各文を簡単な構造の文に分割する構文平

易化処理と、表現をやさしくする表現平易化処理の組み合わせ
で実現する、ニュースの自動変換に関する研究と、ニュースの
特徴を分析する研究を行った。
ニュースの自動変換のうち、構文平易化処理に関する研究で

は、新たな構文解析器を検討するとともに、ニュース2,000記
事に構文情報を付加した学習用データを整備した。
表現平易化処理に関する研究では、統計翻訳技術を応用す

る研究を行った。あらかじめ原文のニュースと人手で書き換え
たやさしい日本語の対訳データから、言い換えのパターンであ
る翻訳モデルを学習する。また、やさしい日本語のニュースか
らその単語の並びの情報である言語モデルも学習する。統計翻
訳システムは通常のニュースで使われる日本語文が入力される
と、これらのモデルを使って書き換えとしての適切さ度合いが
最も高いやさしい日本語の文を出力する。このような基本的シ
ステムを作成した。
翻訳モデル、言語モデルの学習には、原文のニュースとそれ

をNEWSWEB EASYの制作現場で書き換えたやさしい日本語
のニュースデータから、表現平易化作業の部分を抽出して利用
した。通常、これらのモデルの学習には大量の学習データが必
要だが、これまでにNEWSWEB EASYで作成したやさしい日
本語のニュースは多くない。このため、特に言語モデルの性能
を上げるため、ニュースの大量のデータを使って学習した言語
モデルを併用する手法を開発した。
今後の自動変換システムの改善のために、原文のニュースと

そのやさしい日本語ニュースを利用して、学習用のデータとし
て約10,000文対、評価用のデータとして約2,000文対を整備
した（1） 。
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。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。

■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

めに、意見文を自動解析するための意見の種別判別の研究とツ
イートの自動分析の研究を進めている。
意見の種別を自動判別するアルゴリズムの研究では、有効性

を確認する実験を行った。文の一部の表現だけでは、文全体の
表す意見の種別を正しく決定できない。このため従来、曖昧性
を表現するための変数を持つモデルが使用されてきた。しかし、
事例からモデルを学習する時に不安定性があるという課題が
あった。この課題の解決のため、変数を制御する拘束条件をモ
デルに含める手法を2012年度に提案し、2014年度にこの有効
性を実験によって確認した（2） 。
ツイートの自動分析の研究では、意見が述べられる時に用い

られる新しい表現を自動検出するための要素技術開発に取り組
んだ。2013年度以降の約5,000万件の番組関連ツイートに対
して、既存の類義語検出技術を応用して、通常の辞書には含ま
れない、新たな意見表現の検出を試みた。この結果、「面白い」
と同様な表現として「シュールすぎる」、「ツボすぎる」、「（他の
ことが）はかどらない」、「腹痛い」などの表現を獲得でき、基
本的な有効性を確認した。また、番組関連のツイート数は、番
組放送中に時々刻々と変化する時系列データと見ることができ
る。このため番組の視聴状況との関連性を調査した（3） 。

〔参考文献〕
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4.5　視聴者心理状態推定技術

番組がどのように見られ、それがどのような心理的効果を与
えているのか明らかにするため、テレビを見ている人の主観評
価と脳活動から心理状態を推定する研究を進めている。
2014年度は、スーパーハイビジョンのような高精細映像で

感じる立体感の要因を明らかにするため、種々の陰影画像の表
示解像度を2K、4K、8K相当に変化させた際に感じる奥行き
（立体感）と解像度（解像度感）について検討した。その結果、
表示解像度が高いほど立体感は強く感じるのに対し、解像度感

については差が見られなかった（図1）。これは表示解像度の違
いが検出できない画像においても立体感には違いが生じるとい
う結果であり、表示解像度の向上が立体感の向上に影響を与え
ていることが明らかになった（1） 。さらに、立体感を評価してい
るときの脳活動を機能的磁気共鳴画像装置（fMRI）で計測して
分析した結果、空間認知や両眼視差の処理に関連する高次視
覚野（MT＋：Middle Temporal Complex）が陰影による単眼奥
行き知覚にも関わっていることが示された（2） 。
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映像に対して連続的に変化する心理状態を客観的に把握す
るため、映像に対する主観評価を脳活動から推定する研究を進
めた。fMRIを用いて映像視聴中の脳活動を計測し、計測した
脳活動と映像視聴後に行った主観評価の結果との関係を調べ
た。多人数の脳活動および主観評価結果における被験者間の
類似性に注目することで、特定の脳部位における時系列的な脳
活動パターンの中に、主観評価に関連する情報が含まれている
ことを見いだした（3） 。この結果は、映像視聴により生じる心
理状態の推定だけではなく、特定の心理状態を生じさせるシー
ンの推定とその映像の特徴抽出の可能性を示唆するものであ
る。
見やすい広視野映像を制作するための知見を得るために、映
像がどのように見られているかを脳科学の観点から評価する研
究を進めている。2014年度は、評価法の有効性を検証するた
めに、実験条件の設定が容易な音を用いて、音を聞いている人
の脳の血流と脳波を同時に計測することにより脳活動を測定す
る技術を開発し、聴覚情報の空間的な側面（どこから聞こえて
くるか）および特徴的な側面（どのような音か）に対する注意と
脳活動の関係を分析した。その結果、空間に対して注意が向け
られたときと、特徴に対して注意が向けられたときで、それぞ
れに関連する特異的な脳活動がみられた（4） 。
映像による身体への悪影響を防止する技術の開発を進めて

いる。これまでの手法では、画面動揺や点滅、しま模様によっ
て生じる不快度の実測値が推定値よりも低くなることがあると
いう課題があったが、この誤差を低減する推定手法を新たに考
案し、その有効性を評価実験で検証した。
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図1　表示解像度と立体感・解像度感の関係
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