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4.1　素材インデキシング技術

■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を複合的に
利用して映像制作に有益な情報（メタデータ）を自動付与し、検
索や加工作業の効率化を支援する素材映像管理システム「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、開発した被写体認識技術を発展さ
せ、番組映像に映る人物を識別する技術を開発した（1）。従来技
術を番組映像へ適用した際、照明条件や顔の向き、表情などの
変動に影響されやすいという課題に対処するため、特徴点の検
出を必要としない、領域ベースの特徴量（さまざまなサイズに分
割された領域ごとに算出した特徴量）に基づく新たな識別手法
を開発した。約120話分のドラマ番組から約20名の俳優を識別
する評価実験では、検索結果の上位50件の平均適合率が98%と
いう非常に高い識別精度が得られ、従来技術に比べて約18%の
精度向上を達成した。
　また、2014年度に引き続き、局内のアーカイブス検索シス
テムと連携し、「見た目」の類似性に基づいた類似画像検索技術
について検証実験を進めた。ユーザーの操作ログやインタビュ
ー調査を通し、従来のキーワードでは検索できなかった映像も
見つけられる、有用な検索機能であることを実証するとともに、
画像内の被写体領域抽出の精度改善や、顔識別による検索技術
の必要性などの課題を確認した（2）。さらに、実験後、対象物の
輪郭検出に動的輪郭モデルを用いた被写体領域抽出手法を開発
し類似画像検索精度の向上を図った。

　映像の中から人名や地名などの情報を取得することで、より
効果的な映像検索を実現するため、自然に写り込んだ文字であ
る情景文字の認識に向けて、文字列検出手法の研究を進めた。
入力画像より検出した文字候補図形群から、文字列を構成する
図形群を検出するため、2014年度に開発した文字画像のスト
ローク幅検出技術を利用した文字候補図形のグルーピング手法
と、１つの文字が複数の要素から構成される日本語の特徴を考
慮した文字列再検出手法を考案し、より高精度な文字列検出を
実現した。
　東日本大震災時に撮影された、膨大な取材映像の整理・管理
を目的として開発している震災映像メタデータ補完システムの
試用を福島局、盛岡局で継続するとともに、新たに仙台局にも
設置して、より幅広い利用形態の調査と映像検索に関するニー
ズの収集を継続した。さらに、このシステムを基にして、一般
番組でも利用可能な汎用システムの構築を進めた。具体的に
は、特定の個人を識別するための顔認識機能の付加や、幅広い
物体認識モデルの追加、検索時にメタデータを追加修正する機
能付加などにより、実用性を高めた。また、知財センターと協
力して、各地域放送局の保存映像のアーカイブス化に向けて、
ニュース項目分割機能を追加するとともに、NHKメディアテク
ノロジーとの研究相互協力により、クラウド環境でのメタデー
タ付与システムの動作検証を開始した。
　映像加工技術に関しては、CGと実写映像の自然な合成に向
けて、2014年度に開発したスタジオ照明条件推定手法の改善
を図った。従来はモノクロ照明のみを対象としていたが、カラ
ーチャートを用いた校正を導入し、カラー照明も精度よく推定
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（４×４ Multiple-Input Multiple-Output）伝送技術の研究では、QPSK（Quadrature Phase Shift Keying）変調
方式の試作機の伝送特性を評価し、16QAM（Quadrature Amplitude Modulation）変調方式を追加する改修を進
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可能となった（3）。主観評価実験によって自然な合成映像である
ことを確認するとともに、実際のスタジオ制作ワークフローで
の実証実験において実用性を確認した。
　映像加工作業として頻度が高い、映像の指定領域抽出処理に
関して、事前処理の領域分割手法を改善した。従来は素材映像
全体を１つの時空間領域として扱ってきたが、隣接フレーム内
の限定された領域に接続情報を持つ、各フレームの領域分割手
法に変更することで、抽出処理可能な映像時間長の拡張を実現
した。
　幅広い演出に活用できる映像合成の実現に向けて、カメラの
動きを計測し、そのデータをCG描画装置の処理に用いるハイ
ブリッドセンサーに関して、高機能化と高精度化を進めた。撮
影時に照明情報を計測するセンサーに関しては、18チャンネル
のRGBセンサーを水平方向に高速回転させ、上半球360度走査
を行うことで照度と色情報を得られる機能の開発を行い、有用
性を確認した（4）。また、レンズのフォーカス情報からカメラと
主被写体間の距離を推定し、主被写体とCGオブジェクトとの
前後関係を表現する仕組みも新たに追加した。ハイブリッドセ
ンサーは、実用機として放送センター、放送博物館などに整備
された。この研究の一部は、清水建設（株）と共同で実施した。
　これまでに開発した映像処理技術を素材映像管理システム以

外に応用する取り組みとして、番組制作現場の業務への支援を
進めた。放送技術局に協力し、画像処理を利用したリアルタイ
ム照明制御システムを開発し、NHK番組技術展に出展した。ま
た、映像内の光の点滅（フラッシュ効果）の低減に向けた検討を
放送技術局と共同で進めた。

〔参考文献〕
（1）  河合，望月，住吉：“一般物体認識技術を利用したテレビ番組から

の人物検索手法，” 第14回情報科学技術フォーラム講演論文集
（FIT）, Vol.3, H-019, pp.167-168 （2015）

（2）  望月，河合，佐野，住吉，岩崎，洗井，竹口，杉森：“画像解析に
よるアーカイブス検索の試験運用とユーザ評価，” 第14回情報科
学技術フォーラム講演論文集（FIT）, Vol.3, I-041, pp.303-304 

（2015）
（3）  盛岡，大久保，三ッ峰：“リアルタイム照明条件推定手法と評価実

験，” 映情学年次大, 22D-3 （2015）
（4）  加藤，武藤，山内，三ッ峰，佐野，岡本，MORO，深瀬：“ハイブ

リッドセンサーと照明センサーに連動した高度化バーチャルシス
テム，” 第16回計測自動制御学会 システムインテグレーション部
門講演会, 1C4-7, pp.0233-0234 （2015）

4.2　言語情報を利用したコンテンツ利活用技術の研究

　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、言語処理技術を用いてユーザーが興味のある番組を番組デ
ータベースから網羅的に検索・提示するための研究を進めてい
る。2014年度までに、番組検索技術や番組提示技術のベース
となる、単語の意味的関係のネットワーク（概念マップ）を、
Webテキストを利用して構築した。概念マップでは、例えば、
単語「糖尿病」と「インスリン」が意味的関係「治療法」で結ばれて
いる。
　番組検索技術の研究では、概念マップの構造と単語間の類似
度を用いた検索手法を考案し、有効性を評価実験により示した

（1）。概念マップのノード間の重みを考慮することで、検索キー
ワードが番組概要に直接出現しない場合においても、関連する
番組を網羅的に検索することが可能となった。
　番組提示技術の研究では、単語の意味的関係と番組情報を、
ソフトウェアが判別・解釈できるLinked Open Data形式とす
ることで、Web上のコンテンツ中の単語に関連した番組を簡単
に検索し提示できるインターフェースを開発した（2）（図１）。例
えば、コンテンツ中の「脳梗塞」の単語を選択すると、「治療法」

「予防法」などの意味的関係が表示され、「脳梗塞の治療法」や「脳
梗塞の予防法」をトピックとする番組が提示される。また、大量
の番組およびシーンを可視化するためのクラスタリング手法を
考案し、番組データベースから見たい番組を俯瞰的に選択でき
るインターフェースを開発した（3）。

〔参考文献〕
（1）  宮﨑，山田，三浦，宮崎，松井，後藤，住吉：“単語間関係辞書を

用いたテレビ番組検索，” 言語処理学会第22回年次大会, C6-2 
（2016） 

（2）  M. Miyazaki, M. Urakawa, I. Yamada, K. Miura, T. Miyazaki, 
H. Fujisawa and T. Nakagawa:“My Health Dictionary: Study 
on Web Service using Program Information Data-hub as Linked 
Open Data,” CEUR Workshop Proceedings, Vol.1486, 
International Semantic Web Conference（ISWC）（2015）

（3）  三浦，松井，山田，後藤，宮﨑，宮崎，住吉：“番組のシーン集合
へのラベリングの検討，” 情処学全大，6B-05 （2016）

図１　「きょうの健康」に適用した番組提示インターフェース

ウェブサイト上で「脳梗塞」
というテキストを選択

関連するNHKコンテンツ
をリスト表示
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4.3　双方向FPU伝送技術

　ファイルベースの映像素材を高速無線伝送する双方向FPU
（Field Pick-up Unit）の研究を進めている。2015年度は、再送
制御と適応変調機能を組み合わせてファイル伝送を高速化する
適応制御方式と、生中継を想定したライブ映像の優先送信制御
方式の検討と評価を行うとともに、双方向FPUの多段中継伝送
を検証するための基礎実験装置を試作した。
　ファイル伝送を高速化する適応制御方式については、誤り訂
正と自動再送要求を組み合わせたHARQ （Hybrid Automatic 
Repeat reQuest）を用いることで、TCP （Transmission Control 
Protocol）の再送機能のみを用いるよりもスループットが改善
することを確認した（1）。無線伝送では変調多値数を高くするこ
とで伝送容量を拡大できるが、受信品質が低い場合には誤りが
生じやすくなるため、再送頻度が高くなりスループットが低下
する。変調多値数とスループットの関係を調べたところ、受信
品質ごとにスループットが最大となる変調多値数が存在するこ
とが分かった（図１）。そこで、受信品質に応じてスループット
が最大となる変調多値数を選択する適応制御方式を検討し、室
内実験にて高いスループットが得られることを確認した（2）。

　ライブ映像の優先送信制御方式については、ライブ伝送が必
要なパケットを優先的に送信する方式を検討した。双方向FPU

では、ファイル伝送と同時に、生中継などにおいて映像素材を
低遅延で確実に伝送することが求められる。2015年度に追加
した優先送信制御方式としては、ライブ伝送が必要なパケット
に対しては再送を行わず、強い誤り訂正処理を行うとともに、
ライブ伝送が不要なパケットよりも先に送信する方式とした。
伝搬路の品質劣化時や輻輳発生時においてもライブ伝送パケッ
トの伝送遅延の増加を抑制できることを確認した（3）。
　双方向FPUの多段中継伝送については、電波干渉の影響を評
価する実験装置を試作した。取材現場などから放送局まで映像
素材伝送を行う際に、FPUの電波が直接届かない場合にはFPU
の多段中継が必要となる。双方向FPUは、短時間で上り／下り
を切り替えることで１つの通信路で双方向通信を行う時分割複
信方式を用いるため、多段中継の中継点では２台の各FPUが電
波の送受信を繰り返す。このとき、２台のFPUの送受信のタイ
ミングによって電波干渉量が異なる。この電波干渉の影響を評
価するために、信号送信タイミングを任意の時間差に調整する
実験装置を試作した。さらに、これまで床置きが前提であった
送受信高周波部を三脚据え付けが可能なまでに小型化し、可搬
性を向上させた。アンテナについても、運用性ならびに回線品
質の向上のために、送受信高周波部とアンテナを直結しケーブ
ルレス化することを目的として、新たにアンテナ用インターフ
ェースを考案した。

〔参考文献〕
（1）  鵜澤，小山，熊谷，光山，居相，青木：“双方向デジタルFPUにお

けるHARQ方式の設計と評価，” 信学技報, Vol.115, No.11，
CQ2015-9, pp.45-49 （2015）

（2）  鵜澤，小山，熊谷，光山，青木，居相:“双方向FPUにおけるHARQ
再送がスループットおよび伝送遅延に与える影響の評価，” 信学
技報, Vol.115, No.206, CQ2015-69, pp.173-178 （2015）

（3）  小山，鵜澤，光山，熊谷，居相，青木：“双方向FPUにおけるライ
ブ伝送機能の開発と評価，” 映情学年次大, 31D-1 （2015）

4.4　ワイヤレスカメラ

　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４受信MIMO（４×４ 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ヤ周
波数領域等化（SC-FDE：Single-Carrier transmission with 
Frequency Domain Equalization）方式による送信装置の小型
化・高出力化などの要素技術の研究を進めた。また、ハイビジ
ョン用ワイヤレスカメラ（ミリ波モバイルカメラ）の運用性改善
に取り組み、ゴルフ中継、NHK紅白歌合戦で使用した。

■4×4�MIMO伝送技術
　ワイヤレスカメラの伝送容量拡大を目指して研究を進めてい
る４×４ MIMO伝送技術では、従来の２送信MIMOに比べて伝
送容量を２倍にできるが、受信側の信号検出に用いる最尤検出

（MLD:Maximum Likelihood Detection）の演算量が大きくな
る課題がある。これに対して、送受信アンテナ間の伝搬路行列
に「ブロックQR分解」を適用することで、MLDの演算量を削減
する方式を提案してきた。2015年度は、この方式を用いて試
作した４×４ MIMO-QPSK（Quadrature Phase Shift Keying）
復調器（図１）の伝送特性を評価し、MLDの演算量を約65％に
削減しつつ安定した伝送が可能となる見通しを得た（1）。また、
MLDの更なる演算量削減技術を開発し、試作復調器を16QAM

（Quadrature Amplitude Modulation）に対応させる改修を行っ
た。さらに、４送信のアンテナとして、２つの送信アンテナを
一体化したアンテナを試作し、これを２つ使うことでコンパク
トな送信アンテナを実現した。

図１　受信品質（変調誤差比）に対するTCPスループット

：適応制御
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：128QAM固定
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■シングルキャリヤ周波数領域等化
　ワイヤレスカメラ送信装置の小型化・高出力化を目指して研

究を進めているSC-FDE方式について、2015年度は、200Mbps
級の伝送を実現する広帯域システムの伝送パラメーターを検討
し、ミリ波帯増幅器による非線形増幅の影響、および伝送特性
を計算機シミュレーションで評価した。その結果、SC-FDE方
式は、ミリ波帯のOFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）方式と比較して、ピーク電力と平均電力の差が小
さく、増幅器を高出力で運用しても信号歪

ひず

みが少ないことを確
認した。そのため、良好な伝送に必要なCN比（所要CN比）は若
干大きい値に劣化するものの、回線の伝送マージンを改善でき
る見通しを得た（2）。さらに、検討した広帯域システムの伝送パ
ラメーターを適用した実験装置を試作した。
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図１　４×４�MIMO-QPSK復調器




