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5　人にやさしい放送技術

5.1　人にやさしい情報提示技術

　視覚や聴覚に障害のある人が放送を楽しむために、気象情報
を手話CGに翻訳する技術と、立体の形状・硬さ情報を伝える
ための触力覚提示の研究に取り組んでいる。

■顔表現を含めた気象情報手話CG翻訳技術の研究
　日本語とは異なる言語である手話を母語とする方へのサービ
スを充実するため、気象情報を対象として、日本語テキストか
らCGを用いた手話のアニメーション（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CGキャラクターの口の動きの表現（口型）は、
手指の動作とともに用いられ、言語情報を補完する役割がある。
例えば、地名の手話ではその読みを口型で表出することにより
固有名詞として認識しやすくなる。2015年度に開発した口型
作成システム（1）では、母音などの基本的な口型のCGをあらかじ
め制作し、それらを組み合わせて口型を作成することにより、

手話に伴う口の動きとしての自然さが向上した。また、操作者
が手話CGの頭部や手指の動きと口型を同時に見ながら、口型
を表出する時間長や口の開き方を調整できるツールを開発し
た。この研究の基礎となるデータとして、手指動作を書き起こ
して構築してきた手話ニュースコーパスに、新たに口型の書き
起こしを追加した。
　手話CGの制作では、モーションキャプチャーにより人体の
動きを記録した手話単語を接続して、手話の文に対応する一連
の動作を生成する必要がある。従来の技術で自動生成した動作
は、単語間の接続部分の手の動きの軌跡が不自然になることが
あった。2015年度は、不自然な接続部分の軌跡を操作者が手
動で修正する技術を開発した。軌跡を修正して手の位置を決め
ても、肘や肩などの曲げ方には自由度が残る。そこで、高速な
アルゴリズムを用いて手の位置に対する肘と肩の関節角度を決
定するシステムを試作し、実時間でのCG生成を実現した。
　また、自由文を対象とした手話CG翻訳に加えて、2015年度

　放送・サービスをすべての人が楽しめるよう、耳や目に障害のある方や、外国人を含むすべての視聴者が、聞
きやすく、見やすく、分かりやすい「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技術の研究では、顔表情を含めた気象情報手話CG翻訳技術の研究を進め、気象庁配信
の天気予報データから手話CGを自動生成するシステムを開発し、心理実験で十分に理解可能であることを実証
した。また、CGキャラクターの口の動きの表現を改善する技術と、CGキャラクターの不自然な動きを手動で修
正する技術を開発した。画像や立体物の情報を伝える触力覚提示技術の研究では、親指と人差し指の２本の指に
対して物体の形状や硬さを触力覚刺激により提示する装置を開発し、さらに、地図やグラフなど２次元情報を提
示する触覚提示装置の主観評価実験を進めた。
　字幕制作のための音声認識技術の研究では、背景雑音や不明瞭な発音を含む音声を認識するための処理と発音
辞書を改善した。また、従来よりも人手をかけずに字幕を付与するアルゴリズムを改良し、実用システムとして
地域拠点局に導入された。さらに、大規模災害時の報道番組に音声認識による字幕を付与するため、災害関連情
報を効率よく収集して音声認識用言語モデルを更新する装置を開発し、ニュース字幕制作システムで運用が開始
された。
　多様な表現を可能にする音声合成・加工技術の研究では、これまで研究開発を進めてきた音声合成を利用した

「気象通報」の自動放送が試行された。また、合成音の品質を高めるための音声合成システムの枠組みを構築する
とともに、音声合成の統計モデル学習用のデータを整備した。音声加工の研究では、感情音声と平静音声の音響
的特徴量の差分を用いて平静な音声に感情表現を付与する手法の改善を進めた。また、背景音抑圧技術の研究で
は、高齢者に聞き取りやすい音声に変換する話速変換、背景音抑圧、音声強調の３つの機能を最適化し、PCや
スマートフォン用に汎用性のあるライブラリーを開発した。
　日本語変換・分析支援技術の研究では、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
の研究を進めた。やさしい日本語に書き換えるパターン生成時に、書き換えられにくい単語を考慮し、さらには
書き換えパターンの汎用性を高める手法を開発し、評価実験を進めた。また、評判分析技術の研究では、番組に
寄せられる多数の意見文を意味の近さでまとめる手法を開発した。さらに、番組「データなび」において、ツイー
ト分析システムを開発し、番組制作に寄与した。
　映像認知解析の研究では、8Kスーパーハイビジョンの広視野視聴環境に適した映像の特徴を探る研究を進め
た。さまざまな映像を対象にして、画面上に表示される際の好まれる被写体の大きさを心理実験により測定し、
広視野での視聴に適した映像の特徴に関する基礎的な知見を得た。また、映像中の動きに対する認知特性を明ら
かにし、動きの大きな映像で感じることのある不快感の程度を推定する技術の研究を進めた。
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は定式化されたデータに基づいて手話の定型文を自動制作する
システム（2）を開発した（図１）。このシステムは最新の気象庁配
信のXMLフォーマットの天気予報データを用いて、全国都道府
県庁所在地の天気予報、予想最高・最低気温、降水確率を伝え
る手話CGを随時自動で生成することができる。この手話CGの
品質を確認するため、手話を母語とするろう者の協力を得て、
内容の理解度を評価する心理実験を実施した。その結果、全体
として96.5%の正答率が得られ、錯誤による不正解がゼロには
ならないという心理実験の特性を考慮すれば、十分に理解可能
な手話CGが実現できたことを確認した。この研究の一部は工
学院大学と共同で実施した。

■ �画像や立体物の情報を伝える触力覚提示技術
の研究

　視聴者が手指を用いて、仮想的に表現された立体物の形状と
硬さを把握するシステムと、地図やグラフなど２次元情報を提
示するためのピンアレーディスプレーのシステムの研究を進め
ている。
　立体物の形状や硬さを伝える研究では、2014年度までに、物
体の形状と硬さをデータとして取得する技術を開発し、１本の
指に対する提示装置を開発した。2015年度は、親指と人差し
指の２本の指で物体をつかむ動作をした場合に、物体の形状や
硬さを触力覚刺激によって表現する装置を試作した（図２）。こ
の装置では、各指に対して３点ずつ刺激することで、物体の曲
面の曲がり具合や２つの面が交わる角を提示することができ
る。また、面を押した指に反力を与えることで、面の硬さを提
示することもできる。この装置を使って、円筒形の物体の大き
さの認知について実験・検証した結果、実際の大きさを提示し
なくても曲面の傾きを提示することで、物体の大きさを認知で
きる可能性を見出すことができた。この研究の一部は東京大学

と共同で実施した。

　地図やグラフなど２次元情報を提示するための研究では、電
子的に上下するピンアレーにより手指で知覚できる線や面とし
て表現し、ユーザーがそれらを指でなぞることで輪郭や形状・
相対位置などを理解するシステムの開発を進めている。これま
でに、ピンアレーによる図形等の輪郭や地図の経路の提示手法
と、ユーザーの指を装置が誘導するシステム、そして、システ
ムの提示コンテンツを容易に作成するためのオーサリングツー
ルを開発した。2015年度は、介助者が視覚障害者の指を誘導
するときに重要な箇所を教えるノウハウを取り入れ、指を連続
的に誘導するだけではなく、重要な箇所で一旦停止して指を上
下に動かす高さ方向の制御や、グラフの目盛の位置の間隔を教
えるために、一定間隔で速度を繰り返し落とす誘導機能を追加
した。視覚に障害がある学生による主観評価実験の結果、提示
手法の有効性を確認した。この研究の一部は筑波技術大学と共
同で実施した。

〔参考文献〕
（1）  加藤，宮﨑，井上，内田，東，梅田，比留間，長嶋：“手話CGア

ニメーションに対する口型生成，” Human Communication Group
シンポジウム2015, HCG2015-A-3-2, pp.111-116 （2015）

（2）  東，比留間，内田，宮﨑，梅田，井上，加藤：“気象情報手話CG
自動生成システムの開発とその評価，” Human Communication 
Groupシ ン ポ ジ ウ ム2015, HCG2015-A-3-3, pp.117-122 

（2015）

5.2　字幕制作のための音声認識技術

　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番組
を楽しむことができるように、生放送番組に字幕を効率良く付
与するための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、明瞭でない発音を含む音声（協調発話音声）

では、音声認識精度が低下する。このような協調発話音声に対
して、現在、字幕キャスターなど復唱者が言い直した音声を認
識して運用に必要な認識精度を確保している。復唱者を確保で
きない地域放送局発の情報番組の字幕制作のために、これらを
復唱することなく認識できる技術の研究開発が喫緊の課題であ
る。
　これまで、このような協調発話音声を直接認識するため、ニ

図１　自動生成された天気予報の手話CG

図２　２本の指に触力覚刺激を提示する装置
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ューラルネットに基づく深層学習モデルを導入して精度向上を
図ってきた。2015年度は、2014年度に導入した深層モデルの
改善に取り組んだ。協調発話の文法的なあいまい性に対応する
ため、ニューラルネットを用いてあいまいな文脈をモデル化し、
文脈ごとに単語の出現確率を頑健に推定して言語モデルを改善
した（1）。
　協調発話の発声のあいまい性に対応するため、協調発話で起
こる発声の変形を推定する技術の開発に取り組んだ。2015年
度は、変形を推定する複数の翻訳モデルを最適な重みで統合す
ることにより、発音辞書を改善した（2）。
　協調発話された母音や子音の周波数分布を学習するコーパス
を放送番組の音声と字幕から自動構築する技術も改善した。
2015年度は、実際の発話内容に対して字幕には言い換えや省
略があることを考慮して音声の周波数分布と音素を対応付け
る、学習データの精度を推定する技術を開発し、この精度を反
映させたモデルの学習法を開発した（3）（4）（5）。
　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を13%から
9.3%に削減できた。

■実用化
　音声認識を用いた字幕制作システムの導入にあたり、認識誤
りを修正する人員の確保が課題であったが、従来よりも人手を
かけずに字幕を付与するアルゴリズムを開発し、広島放送局に
導入して検証を進めてきた。このアルゴリズムでは、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
定して字幕とする。字幕とする原稿を早期に確定して表示遅れ
を低減するために、この検証結果に基づいて、事前原稿の編集
作業を支援する機能を追加するなどアルゴリズムの改善を進め
た。改善した字幕制作システムが、松山放送局と札幌放送局に
導入され、運用が開始された。

　時々刻々と新しい情報を伝える必要がある大規模災害時の報
道番組などで音声認識を利用して字幕を付与するためには、関
連する単語や情報を即座に集めて言語モデルを更新していく必
要がある。当所では、東日本大震災報道への字幕付与の経験に
基づき、音声認識以外の手段で付与された字幕や、音声認識の
修正結果から、災害関連情報を効率良く収集して言語モデルを
更新する装置を試作した。この装置がニュース字幕制作システ
ムに導入され、運用が開始された（図１）。

〔参考文献〕
（1）  A .Kobayash i , M . I ch i k i , T .Oku , K .Onoe and S .Sa to : 

“Discriminative Bilinear Language Modeling for Broadcast 
Transcription,” INTERSPEECH 2015, Mon-O-9-1, p.453-457 

（2015）
（2）  一木，尾上，奥，佐藤，小林：“不正確な発音を認識するための発

音系列推定法，” 音講論（秋）, 1-2-5 （2015）
（3）  奥，尾上，一木，佐藤，小林：“教師ラベルの精度指定に基づく音

声言語コーパスの自動構築，” 音講論（秋）, 1-Q-1 （2015） 
（4）  萩原，伊藤，一木，尾上，小林，佐藤：“音声言語コーパス構築の

ための品詞分類による字幕精度推定，” 音講論（春）, 2-1-9 （2016）
（5）  伊藤，萩原，一木，尾上，小林，佐藤：“字幕を用いたリスク最小

化学習，” 音講論（春），2-1-10 （2016）

5.3　多様な表現を可能にする音声合成・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・加工技術の研究
を進めている。伝わりやすい情報読み上げや、効果的な演出を
実現するために、これまでに開発した音声合成技術をより多く
の言い回しに対応させることと、発話内容に応じた感情表現の
付与に取り組んだ。

■音声合成技術
　音声データベースの音声波形を直接利用する音声合成方式
は、これまでにラジオ第2放送「株式市況」の自動放送で実用化
されている。2015年度は、「気象通報」の自動放送が試行され
た。この方式は、語彙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る。合成音の品質を高
めるため、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を組み合
わせるハイブリッド方式を開発した。しかし、これら３種類の
方式による音質の自然性に関する主観評価実験を実施したとこ

ろ、有意差はなかった（1）。そこで汎用的な話題に対応するため、
統計モデルを用いる方式をベースとした新たな音声合成システ
ムの枠組みを構築するとともに、これまでに音声認識の研究用
に蓄積した大規模な発話データを用いて、音声合成の統計モデ
ル学習用のデータを構築した。

■音声加工技術
　感情音声と平静音声の音響的特徴量の差分を用いて、平静な
音声に感情表現を付与する手法の開発を進めている。主観評価
実験により、感情表現の付与は一定のレベルで実現できたこと
を確認したが、一部、音質の劣化が課題であった。そこで2015
年度は、その要因である感情と平静音声の音響的特徴量の差分
に含まれる不要な成分を平滑化するとともに、感情に寄与する
特徴量のみを処理対象にすることで、音質劣化を削減する方法
を考案した。音質改善の効果は、６名分の感情音声データベー
スを構築し、主観評価実験で確認した（2）。

図１　字幕学習支援装置
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■背景音抑圧技術
　高齢者に聞き取りやすい音声に変換するための信号処理方式
を開発するため、話速変換、背景音抑圧、音声強調の３つの機
能を最適化し、組み合わせて、パソコンやスマートフォン用に
汎用性のあるライブラリーを開発した。聞き取りやすさの効果
を主観評価実験で確認した。

〔参考文献〕
（1）  清山，田高，今井，都木：“波形接続方式と統計モデル方式の切り

替えによるハイブリッド音声合成方式の検討，” 映情学年次大，
23A-5 （2015）

（2）  田高，尾上，清山，今井，都木：“特徴量の差分を用いた感情表現
音声加工方式の改善，” 音講論（春），1-R-45 （2016）

5.4　言語処理技術

　国内に住む外国人向け日本語ニュースサービスNEWSWEB 
EASYの制作を支援するために、ニュースの「やさしい日本語」
変換支援技術の研究を進めている。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に、評判分析技術の研
究を進めている。

■やさしい日本語変換支援技術
　2015年度は、ニュースの表現をやさしくする自動変換システ
ムと、構文を平易化する研究に取り組んだ。表現の自動変換シ
ステムは統計翻訳技術を使っており、元ニュースと、人手で書
き換えたやさしい日本語ニュースの対訳から、書き換えパター
ンである翻訳モデルとやさしい日本語の自然さを表す言語モデ
ルを学習する。学習には大量の対訳が必要だが、これまで
NEWSWEB EASYで制作したやさしい日本語ニュースは多く
ない。そこで少量のデータでも性能を確保する手法を開発した。
ニュース中の固有名詞は、人手で書き換えたやさしい日本語で
もほとんどそのまま使われる。このような書き換えで変わらな
かった語句どうしを優先的に対応させることにより、書き換え
パターンの自動抽出精度を改善した（1）。また、書き換えパター
ンの一部を変数化して汎用性を高める手法も開発した（1）（2）。

　NEWSWEB EASYの制作を担当している日本語教師4名で
本手法を評価したところ、自動変換結果を参考にしてやさしい
日本語を作成する使い方であれば、誤りがあっても利用したい
との評価を得た。構文の平易化については、名詞を修飾する節
を文として取り出せる条件を見出した（3）。2015年の技研公開
では上記の一部を反映した自動書き換えシステムを展示した

（図１）。

■評判分析技術
　2015年度は、番組に寄せられる多数の意見文を意味の近さ
でまとめる「クラスタリング」手法を研究した。表記が異なって
も同義、類義関係にある単語の意味の近さを反映可能とするた
め、単語を分散表現に変換して使う手法を検討した。分散表現
とは、ニューラルネットによって単語を単語群とその数値から
なるベクトルに変換したものであり、男と男性などの類義語は
似たベクトルになる。従来の単語の出現頻度を使ったクラスタ
リング手法と比較して改善効果が見られた（4）。本研究は（株）ホ
ットリンクと共同で実施した。
　データ分析により現代の世相を知るという趣旨の番組「デー
タなび」において、ツイート分析システムを開発し、番組制作に
寄与した。さらにシステムを改良し、クラウド計算機上で実装
することにより、安定化、頑健化を実現した。
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（2016）

（4）  平野，榊，小早川：“単語の分散表現を用いた意見文クラスタリン
グに対する一考察，” 第7回Webインテリジェンスとインタラクシ
ョン研究会，No.7，WI2-2015-30，pp.49-50 （2015）

図１　自動書き換えシステムの変換例

石油の値段が高くなったため、ガソリン
の値段は4週間続けて高くなりました。

原油価格の上昇傾向を受け、ガソリンの
価格は4週連続で値上がりしました。

ニュースのやさしい日本語への自動変換

入力: 元のニュース

出力: やさしい日本語ニュース 自動変換
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5.5　映像認知解析

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の広視野視聴環境に適した
映像の特徴を探る研究を進めている。広視野の環境では、どの
ような特徴を有する映像が好まれ、心理的な効果が大きいかを
明らかにし、これらの知見をSHV用の映像制作へ活用すること
を目指している。2015年度は好まれる映像サイズの測定およ
び動揺映像分析技術の研究を進めた。

■好まれる映像サイズの測定
　SHV用に制作された映像を対象として、広視野での視聴が好
まれる映像の特徴を調べる心理実験を実施した。撮影対象や撮
影方法の異なるさまざまな映像について、画面上に表示する大
きさ（映像サイズ）を変えて被験者に提示することにより、好ま
れる映像サイズを測定した（図１）。その結果、好まれる映像サ
イズは内容によって大きく異なることが明らかになった。風景
などの映像では大きなサイズが好まれる一方、小さな物体を拡
大したような映像では小さなサイズが好まれるなど、映像の内
容と好まれる映像サイズとの関係には一定の傾向が見られた。
今後は、これらの映像について分析を進め、広視野での視聴に
効果的な映像の特徴を探っていく。

■動揺映像分析技術
　動きの大きな映像（動揺映像）を特定の環境で視聴すると酔い
のような不快感を生じることがある。このような映像を分析す
ることにより、視聴によって生じる不快な感覚の程度を推定す
る技術の研究を進めている。画面全体の動きに対する感覚量

（動揺認知量）が、動揺映像におけるさまざまな物理的特徴量に
よってどのように変化するかを調べる心理実験を行った。実験
では、前景と背景を分離した評価用画像を用い、前景の面積や
前景・背景間の相対的な速度を変化させて動揺認知量がどのよ
うに変化するかを評価した。
　実験結果から、各特徴量と動揺認知量との基本的な関係を示
すことができた。前景の画面占有率が大きくなるほど動揺認知
量は大きくなるが、ある大きさ以上で動揺認知量が飽和するこ
とや、前景と背景との相対的な動きが同相である場合よりも逆
相および無相関である場合の方が動揺認知量が大きくなること
などを明らかにした（1）。
　さらに、得られた知見に基づいて動揺認知量を推定する基本
アルゴリズムを構築し、検証実験によりこのアルゴリズムによ
る動揺認知量の推定値の妥当性を検証した。

〔参考文献〕
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図１　好まれる映像サイズの測定実験




