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5.1　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番組コンテンツを有効活用するため

に、テキスト処理技術を利用して単語間、コンテンツ間の関係
を獲得し、多様な番組の検索・推薦を行う研究を進めている。
単語間の関係を獲得する研究では、任意の語の下位概念に
属する単語を獲得する手法（1）を考案した。Wikipediaから自動
獲得した誤りの含まれる単語上位下位関係を対象に、ある上位
概念に属する複数の下位概念間の類似度と、ある下位概念に
対する複数の上位概念間の類似度を指標として、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。この結果、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。また、獲得した単語
群のテキストにおいて共起する情報を利用して、「病気」に効果
的な「薬」などの単語間の関係を獲得し、2013年度までに開発
した単語間の関係辞書に追加した。この処理により、関係辞書
における単語間の関係を8種類から新規の「病気－治療法」など
の関係を含めた28種類に拡張した。さらに、これらの単語間
の関係に含まれる2単語のテキスト中における共起頻度と、2
単語の関係のリンク構造における結合度合いを用いて、単語間

の関係に対する優先度を数値で付与し、検索・推薦のアプリ
ケーションに使いやすいデータを構築した。
コンテンツ間の関係を獲得する研究では、番組に関するテキ
スト情報と単語間の関係を利用して、番組の主題を抽出する手
法（2）を考案し、主題抽出精度が従来技術と比較して6.8％向上
することを確認した。この結果を2013年度までに開発した番
組間を意味的なリンクで結んだコンテンツマップに導入し、
ユーザーの番組探索を支援する番組ナビゲーターを構築した
（図1）。番組ナビゲーターでは、例えば「貧血」という検索語か
ら、図1の赤い矢印によるルート「貧血→予防法→アサリ」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
見つけ出すことができ、1つの検索語から多様な番組へ導くこ
とができる。

■素材インデキシング技術の研究
映像アーカイブスに蓄えられた素材映像の利活用や豊かな映
像表現を目的として、映像解析技術やセンサー技術と連携させ
て、映像制作に有益な情報（メタデータ）を自動付与し、検索
や加工作業を効率的に支援する素材映像マネージメントシステ

ハイブリッドキャストや2018年スーパーハイビジョン実用放送など、放送メディアが多様化する中で、これまで
の番組素材・コンテンツを活用しながら、新しい魅力的なコンテンツ・サービスを提供するための制作技術の研究
や、大容量伝送を実現する番組素材伝送装置の研究開発を進めた。また、触覚を生かしたテレビ視聴システムや
音声以外の効果音を障害のある方に届ける研究など、新しいテーマの研究にも着手した。
言語情報を用いたコンテンツ利活用技術の研究では、放送局の番組コンテンツを有効活用するために、単語の
上位下位関係に対して、任意の語の下位概念に属する単語を獲得する手法を考案し、検索・推薦のアプリケーショ
ンに適したデータ構築を進めるとともに、番組に関するテキスト情報と単語間の関係を利用して、番組の主題を抽
出する手法を考案した。
素材インデキシング技術の研究では、検索や加工作業を効率的に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、被写体認識処理に必要な学習手続きを少量の参照画像で行う新しい映像検索技術手法を
開発した。映像加工技術に関しては、映像解析により照明条件をリアルタイムに推定する手法を開発した。
ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送する双方向FPU（Field Pick-up Unit）の研究では、無線区間での伝
送誤りを考慮したレート制御手法、時分割複信（TDD: Time Division Duplex）を生かした自動再送要求、高速適応
変調機能の検討と実験装置による伝送特性の評価などを進め、これらの実証実験としてマイクロ波帯を用いた野
外伝送実験を実施した。
700MHz帯から1.2/2.3GHz帯への移行が進められている、主にマラソン中継などで用いられるFPUシステムにつ
いては、開発したSTTC-MIMO（Space-Time Trellis Code-Multiple-Input Multiple-Output）方式の送受信装置を用
いて新周波数帯での伝搬特性の測定・解析などを進めた。
同様に700MHz帯から、UHF帯のホワイトスペース（放送用などに割り当てられているが、地理的条件や技術的
条件によって他の目的にも利用可能な周波数）、または1.2GHz帯への移行が進められているラジオマイクについて
は、高品質で低遅延の音声伝送を実現するOFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式のデジタル
ラジオマイクを開発した。
ハイビジョン映像を高品質・低遅延で伝送可能なミリ波モバイルカメラは、実用化に向けて、装置の小型化の検
討などを進めるとともに、ゴルフ中継、NHK紅白歌合戦などの番組で使用した。また、将来のスーパーハイビジョ
ン用ワイヤレスカメラの実現に向けて、MIMO伝送技術による大容量化、シングルキャリア伝送技術による高出力
化など要素技術の研究に取り組んだ。
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ム「素材バンク」の研究を進めている。
映像検索技術に関しては、被写体認識処理に必要な学習手
続きを少量の参照画像で行える手法を開発し、効率的な被写体
名の自動付与を可能にした。この手法を利用し、検索可能な被
写体名を随時追加（3）可能な映像検索システムを構築し、技研
公開で展示した。この研究は日本IBM（株）との研究相互協力に
より実施した。
映像アーカイブスシステムの高度化に役立てるため、提示し

た画像に対し「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。建物や車といった被写体を含
んだ画像に対する検索性能を向上させるため、これまで類似性
の評価に用いていたカラーモーメント、色相ヒストグラム、フ
ラクタルシーケンスといった画像特徴に加え、長いエッジを重
視し、隣接エッジとの関係も反映できる、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
の2つの新しい画像特徴を導入した。この結果、検索結果の上
位10件において約7割の適合率が得られることを確認した。
また、これらの映像検索技術を現用アーカイブス検索システ
ムと連携させて、約6万番組を検索可能なシステムを開発し検
証実験を行った。
さらに、膨大な東日本大震災における取材映像の整理・管理
を目的に、福島放送局において実施している震災映像メタデー
タ補完システムの試用を継続するとともに、改良した類似画像
検索機能の付加を行った。震災映像には、建物や車、がれきな
どが多く含まれ、そのような画像に対しても高精度な類似画像
検索を可能にした。また、福島放送局と同じシステムを盛岡放
送局にも設置し、より汎用的なシステムの構築に向けて、デー
タの多様性への対応を進めた。
その他、映像検索をより効果的なものとするため、情景から
地名や人名など、個別の被写体名の抽出を目指し、画像上の文
字領域の検出技術や、大量の映像から効率的に顔を識別する
技術の研究に着手した。
映像加工技術に関しては、CGと実写の自然な映像合成に必
要な照明条件（位置や明るさ）やカメラ姿勢情報の取得技術に
ついて研究を進めた。スタジオ内の照明条件の取得について
は、映像解析によりリアルタイムに推定する手法を開発（4）し
た。この手法は、①2台のセンサーカメラの映像から三角測量
の原理により照明位置を計算する。②照明を単体点灯した画像
を予め取得しておく。③推定対象である未知の照明条件下で取
得したセンサーカメラ画像の連立方程式を解く。これにより、

各照明強度を推定する。スタジオ内に実物の被写体を設置して
撮影した映像と、本手法により取得したスタジオの照明条件を
用いて描画したCG被写体の映像の比較により、明度誤差3％
以下の精度で推定可能であることを確認した（図2）。これによ
り、実写映像の照明条件に一致したCGオブジェクトを描画可
能となり、自然な合成映像を制作できるようになった。また、
屋外の照明条件の取得については複数のセンサーを複合的に
集約し実空間の情報を取得するセンサー技術（ハイブリッドセ
ンサー）の高機能化として、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。さらに、
ハイブリッドセンサーの持つカメラ姿勢情報の取得機能に関し
ては、カメラの動きが回転か並進であるかをニューラルネット
ワークを利用して高精度に判定する手法を考案し、クレーンカ
メラなどにも適用範囲を拡大させた。本ハイブリッドセンサー
については、実際の番組制作で実証実験として用い、有効性の
検証を行った。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、清水建設（株）との共同で実
施した。
さらに、素材映像の利活用を促進する技術として、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の研究を進め
た。2014年度は、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。この
技術は、動画上の稠密な画素領域の時間的な遷移を解析する
ことで、フレーム間の高品質な補間処理を実現している。

〔参考文献〕
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図2　照明推定結果を利用したCG描画結果
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5.2　双方向FPU伝送技術

ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送できる双方向
FPU（Field Pick-up Unit）の研究を進めている。2014年度は、
時分割複信（TDD: Time Division Duplex）を生かした高速適応
変調機能と自動再送要求、偏波共用パラボラアンテナの改良、
無線区間での伝送誤りを考慮したレート制御手法の検討を進
め、野外実験によりファイル伝送能力を確認した。
高速適応変調機能については、実験装置に実装した高速適
応変調機能を無線伝搬環境で評価し、変動の速い伝搬路でも
自動的に変調方式を切り替えて、伝送誤りを効果的に低減でき
ることを確認した（1）。また、256QAMや1024QAMなど高次の
変調方式でも十分な伝送品質を確保するため、送受信制御部
の周波数変換回路やキャリアフィルター係数を見直し、変調誤
差比で4dB以上改善できることを確認した（図1）。
自動再送要求については、誤り訂正と再送要求を組み合わせ
ることで適応的に符号化率を調整できるHARQ（Hybrid 
Automatic Repeat reQuest）の検討を進めた（2）。HARQを実装
して評価した結果、伝搬特性劣化時のビット誤り率を改善し、
伝送ビットレートの低下防止を確認した。

偏波共用パラボラアンテナについては、2012年度に1次試
作した偏波共用パラボラアンテナ（図2）の高利得化と広帯域化
を進めた。その結果、周波数特性を改善し、6/7GHz帯におけ
る利得差を1.2dB以内に抑えることができた（3）。さらに、実運
用を想定して、設置が容易となる構造についても検討を進めた。
レート制御手法については、無線回線でも高速にファイル伝
送が可能なTCP（Transmission Control Protocol）の開発を進
めた。従来のTCPは伝送遅延の増加量からネットワークの混雑
状況を判定するが、無線区間でのビット誤りに対する再送や時
分割複信方式による送信待ちなど、混雑とは無関係に発生する

遅延増加により誤判定を起こし、送信レートの減少を招くとい
う課題があった。そこで、混雑とは無関係な遅延増加量を推定
し、混雑状況の誤判定を抑制する手法を開発した。実ネット
ワークでの実験により、データ伝送にかかる時間を減少できる
ことを確認した（4）。
野外実験については、試作したマイクロ波帯（6～ 7GHz）双
方向FPU実験装置を用いてファイル伝送能力および適応変調
の効果を確認した。約21kmの陸上伝搬路においてTDD方式に
よる双方向伝送が良好に行えることを確認し、伝送パラメー
ターを伝送モード2×2MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）、
変調方式256QAM、誤り訂正をリード・ソロモン符号
（180,164）とした場合、FTP（File Transfer Protocol）を用い
た映像ファイル伝送では従来の倍となる約145Mbpsのスルー
プットを得た。また、適応変調機能により、伝搬路の品質に応
じて変調方式を自動的に選択し安定したスループットで伝送で
きることを確認した（5）。

〔参考文献〕
（1） 光山，小山，鵜澤，居相，青木：“双方向デジタルFPUシステムに

向けた高速適応変調方式の評価,” 映情学技報，Vol. 38, No. 30, 
pp.29-32（2014）

（2） 鵜澤，光山，青木，平栗：“双方向FPUへのHARQ方式の適用に関
する検討,” 映情学誌，Vol. 68, No. 5, pp. J210-J212（2014）

（3） 熊谷，光山，小郷，居相：“双方向FPUに適した偏波共用スプラッ
シュプレート型アンテナの開発,” 信学総大，B-11-5（2015）

（4） T. Koyama and K. Aoki：“Slow Start Algorithm for Mobile 
Broadband Networks Including Delay Unrelated to Network 
Congestion,” ICNC2015, CNC-1-5（2015）

（5） 小山，鵜澤，熊谷，光山，居相，青木，丘山：“双方向デジタル
FPUを用いたファイル伝送の野外実験報告,” 信学総大，B-11-4
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図1　実機評価による伝送ビットレート特性比較
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図2　 偏波共用スプラッシュプレート型パラボラアンテナ
（左側：前面、右側：背面）

5.3　700MHz帯周波数移行関連

700MHz帯を用いるFPU（Field Pick-up Unit）と業務用ワイ
ヤレスマイク（特定ラジオマイク）は、国の方針として新しい周
波数帯に移行することが求められている。当所では円滑な周波
数移行に貢献するための研究に取り組んだ。

■FPU伝送技術
新周波数（1.2GHz帯/2.3GHz帯）の移動中継用FPUの伝送方

式として開発した時空間トレリス符号化MIMO（STTC-MIMO: 
Space-Time Trellis Code-Multiple-Input Multiple-Output）方式
について、ロードレースなどの大規模中継に対応して試作した
送受信装置を用いて、当所周辺で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（1）。また、試作した
送受信装置に対して、新周波数用FPUの標準規格（ARIB 
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STD-B57）に新たに加わったパラメーターを実装する改修を
行った。さらに、2014年度も引き続きFPUメーカーに対して
新周波数用MIMO-FPUの製品化に向けた協力を行った。

■特定ラジオマイクの伝送技術
周波数移行を円滑に進めるため、干渉に強いデジタルラジオマ

イクの開発が積極的に進められる中で、音声信号の圧縮による音
質劣化とデジタル信号処理による伝送遅延が課題となっていた。
2014年度は、高品質で低遅延の音声伝送を実現するOFDM

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式デジタルラ
ジオマイクの実用化に向けたプロトタイプ機の開発を行った。
試作したハンドヘルド型送信機とボディーパック型送信機、お
よび2チャンネルを同時受信可能な受信機は、現用機器とほぼ
同等の大きさまで小型化に成功した（図1）。本装置は2014年3
月に策定された標準規格（ARIB STD-T112 1.2版）に準拠して
おり、高品質のリニアPCM（Pulse Code Modulation）音声信
号を1ミリ秒以下の遅延で伝送することが可能となった。
OFDM方式デジタルラジオマイクは、周波数移行先の1つで

ある1.2GHz帯を使用している。1.2GHz帯ではレーダー波から

の干渉が懸念されるが、干渉を除去する手法を開発すること
で、より安定した信号の伝送を可能とした（2）。

〔参考文献〕
（1） 中川，鵜澤，居相：“STTC-MIMO方式のアンテナ構成と伝送特性,” 

映情学技報，Vol. 38, No. 49, pp. 7-12（2014）
（2） 伊藤，九鬼，濱住：“OFDM方式デジタルワイヤレスマイクにおけ

る消失判定を用いたパルス干渉対策,” 映情学冬大，1-2（2014）

図1　開発したOFDMデジタルワイヤレスマイクの送受信機

ハンドヘルド型送信機

ボディーパック型送信機 受信機

5.4　ワイヤレスカメラ

高品質なハイビジョン映像を低遅延で無線伝送可能なミリ波
モバイルカメラの実用化に向けて、装置の小型化の検討などを
進めた。また、将来の8Kスーパーハイビジョン用ワイヤレス
カメラの実現に向けて、4送信MIMO（Multiple-Input Multiple-
Output）伝送技術による大容量化、およびシングルキャリア周
波数領域等化（SC-FDE: Single Carrier-Frequency Domain 
Equalization）による高出力化など要素技術の研究に取り組んだ。

■ミリ波モバイルカメラ
フレーム同期の強化など復調器の性能改善に取り組むととも
に、ミリ波モバイルカメラの実用化に向けて、送り返し復調部
の小型化を行った。また、2014年度も引き続き、番組協力を
行った。体操競技、ゴルフ中継、NHK紅白歌合戦、消防出初
め式中継など、ワイヤレスカメラによる機動的で迫力ある映像
が欠かせない番組で幅広く活用された。

■4送信MIMO伝送技術
これまで当所で開発した2送信のQPSK（Quadrature Phase 
Shift Keying）－MIMOシステムを4送信に拡張すると、伝送容
量は2倍になるものの復調に必要な演算処理量は16倍と指数関
数的に増大する。この課題に対して、ハードウェアに実装可能
な演算処理量に抑えた新しいMIMO信号検出アリゴリズムを

2013年度に開発した。2014年度はそのアルゴリズムを実装し
た4送信MIMO伝送のOFDM変復調装置を試作し、ハードウェ
アの演算処理量を検証した。また、伝送特性を評価するための
10GHz帯送信高周波部を試作した。

■シングルキャリア周波数領域等化
シングルキャリア周波数領域等化（SC-FDE）方式について、
高出力時に歪

ひずみ
が多くなるミリ波帯電力増幅器を使用した伝送特

性を評価するため、RF（無線周波数）信号接続による室内実験
を行った。その結果、SC-FDE方式による増幅器出力は、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C/Nが劣化しないこと
が分かった。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（1）。また、電力増幅器の出力をパラメータにSC-
FDE方式の移動伝送特性を評価したところ、室内実験結果で
得られたようなOFDM方式に対する増幅器出力の改善があり、
本方式が歪補償のないミリ波帯電力増幅器で送信電力を高くで
きる見通しを得た。

〔参考文献〕
（1） 松崎，中川，濱住：“SC-FDE方式の42GHz帯屋内伝送実験,” 信学

総大，B-5-45（2015）

5.5　新機軸・五輪提案
当所では、新たな研究分野の開拓を目的として、新規性・斬
新性の高い研究を開始している。テレビが人間に与える視聴覚
以外の情報である触覚を生かすテレビ視聴システムや、人にや

さしい豊かな放送サービス実現のため、音声以外の効果音を含
む環境音を高齢者や聴覚に障害のある方に届ける研究など、6
件の研究・開発を進めた。


