
� NHK技研�研究年報�2016　│　31

4.1　コンテンツ要素抽出技術の研究

■映像検索技術
　映像アーカイブスに蓄えられた映像素材は、番組制作者にと
って貴重な資料である。その利活用の促進を目的として、映像
検索技術の研究を進めている。
　2015年度に進めた「番組に映る顔が誰であるか」を識別する
技術の改良に取り組んだ。分割された領域ごとに算出した特徴
量の適用と識別モデルの改良により、約150話のドラマ番組を
対象とした識別実験において、従来手法と比べ36%の精度向上
を実現した。さらに、顔を識別するために不可欠な「顔がどこに
あるか」を見つける顔検出技術を開発した。顔の向きや表情変
化の激しいテレビ番組映像に対応するために、顔の特徴点近傍
の情報を強く反映した画像特徴量およびカスケード型の決定木
による識別器を適用し、約2か月分のテレビ映像の学習により
再現率（漏れなく検出した割合）71.0％、適合率（検出したもの
が正しい割合）96.7％という良好な検出精度を得た（1）。
　2015年度に引き続き、映像中に写りこんだ文字列（情景文字
列）を検出する技術の改良を進めた。文字候補図形を任意の角
度に回転させた場合のアスペクト比に基づく特徴を用いて、斜
め方向の文字列の検出を高精度化した（2）。さらに、複数の文字
候補図形を合成した領域の特徴計算を高速化して、撮影映像に
対して毎秒約10フレームの速度で日本語文字列検出処理を可
能とし、技研公開2016にて展示した。
　画像同士の類似性に基づいて検索を行う類似画像検索技術に
ついては、これまでに開発した被写体領域を重視してブロック
を配置する手法に対して、ブロックの大きさを可変とすること
で隙間の無いブロック配置を可能とし、検索精度の改善を図っ
た。さらに、全く同一の建造物などを探す「詳細類似画像検索」
の実現に向け、被写体の外観に現れる対称性に着目した新しい

画像特徴の検討を進めた。
　映像検索技術の実用化に向けた取り組みとしては、CG合成
や映像効果などを取り扱う番組制作現場の要望を受け、物体認
識技術による画像の自動分類や類似画像検索技術を組み込んだ
素材管理システムを試作し、現場での試用を開始した。また、
東日本大震災時に撮影された膨大な取材映像の効率的な管理を
目的として開発した、震災映像メタデータ補完システムの東北
3局（仙台局、盛岡局、福島局）での試験運用を継続するととも
に、顔識別技術による人物検索機能の新規実装を進めた。さら
に、将来のメディア制作システムの一機能として、個別の解析
技術を自由に組み合わせて所望のメタデータを生成する仕組み
について、国際標準化に参画し活動を始めた。

■映像要約技術
　番組ホームページやNHKオンデマンドなどのインターネッ
ト用コンテンツの制作支援を主な目的として、2016年度より
映像の自動要約技術の研究に着手した。
　要約映像で用いる映像区間を番組映像の各場面（シーン）から
均等に選択するために、番組映像のシーン境界を検出する手法
を開発した。各カット画像の領域分割に基づいた色構成の変化
を尺度として、特定ジャンルに限らない番組映像を対象に、シ
ーン境界を70%以上の精度で検出可能とした（3）。
　要約映像で用いるべき重要な映像区間を推定するために、番
組に関するTwitterの情報（ツイート）をインターネットから収
集して活用する技術の研究を進めた。ツイート内容を大まかな
トピックに分類してその発言数の時系列変化を算出するととも
に（4）、トピックと字幕データとの関連付けに基づき、各カット
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の重要度スコアを算出する手法を開発した。さらに、テロップ
の表示、顔のアップ、カメラの特定の動き（ズームインなど）、
およびパターン映像（解説CGなど）といった要素を含むカット
は重要であるとみなし、各要素に関するカットの重要度スコア
算出手法を定めた。そして、各要素のスコアの重み付き加算に
よるカットの「総合重要度スコア」に基づいて要約映像を自動生
成する手法と、その重み配分を利用者が調整してさまざまな要
約映像を作成できる仕組みを開発した（図1）。

映像区間の重要性評価に関する研究では、センサーから取得し
た顔変形データの解析により、わずかな表情の変化を従来の表
情認識技術よりも高い精度で抽出できることと、視聴者毎に特
定の傾向が存在することを示した。この研究の一部は、早稲田
大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)� �河合,望月,佐野,住吉:�“テレビ映像を指向したJoint�Cascade顔検

出の学習と評価,”�映情学年次大,�13B-5（2016）
(2)� �遠藤,河合,住吉,佐野:�“任意方向の回転に対して頑健な情景文字候

補の検出手法,”�映情学年次大,�22B-4（2016）
(3)� �望月,河合,佐野,住吉:�“Superpixelに基づいた色構成による番組映

像のシーン分割,”�映情学年次大,�14B-3�(2016)
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4.2　コンテンツ制作支援技術の研究

　放送局における番組制作を支援するため、ソーシャルメディ
アや番組アーカイブなどのテキストビッグデータを解析して、
番組制作で必要となる情報や関連する過去の番組の構成情報を
抽出し、提示する技術の研究を進めている。
　ソーシャルメディアからの情報を活用するため、Twitterの情
報（ツイート）を分析して、単語の共起情報や頻度の推移を分析
可能なソーシャルメディア分析システムを構築した。例えば、
「救急車」という単語が出現するツイートには「病院」や「事故」と
いう単語が共起しやすいことが分かる。また、迅速な報道につ
なげるため、Twitterからリアルタイムに番組制作に役立つ情報
を自動で収集する手法を提案した。この手法ではツイートの文
字ごとに特徴を的確に取り出して学習するRNN（Recurrent�
Neural�Network）に入力し、番組に有用な情報かどうかを判定
する。この処理で、重要部分の特徴に重み付けするアテンショ
ンメカニズムと、複数のタスクを同時に処理するマルチタスク
学習を取り入れ、その効果を確認した。
　番組アーカイブを活用した制作支援では、番組構成表、字幕、
概要などの放送済み番組の情報を解析し、これまで取り扱われ
た番組テーマを制作者に対して時系列に表示し、次に番組で取
り扱うテーマ候補を提案するシステムを開発した。さらに、
2015年度に開発した単語間の意味的関係のネットワークに基
づく類似検索アルゴリズムを導入し、番組の構成情報を検索す
る機能を追加した。

〔参考文献〕
(1)� �T.�Miyazaki,�I.�Yamada,�K.�Miura,�M.�Miyazaki,�A.�Matsui,�J.�

Goto�and�H.�Sumiyoshi�"TV�Program�Retrieval�using�Semantic�
Relations�Dictionary,"� IEEE　International�Symposium�on�
Broadband�Multimedia�Systems�and�Broadcasting� (BMSB�
2016)�IEEE,�10C-1,�(2016)

(2)� �三浦,住吉,松井,宮﨑,山田,後藤:�“番組テーマの時系列解析手法の
提案,”�映メ冬大,13C-3,�(2016)
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出手法,”言処学大,�D4-1,�(2017)

図1　ソーシャルメディアからの情報取得
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図1　要約映像生成の仕組み
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4.3　スマートプロダクションラボ

　AI（Artificial�Intelligence:人工知能）やビッグデータを活用し
た研究開発や実用化が、世界的に大きな潮流となっている。一
方、放送局では番組に関連する大量の映像、音声、テキストデ
ータを扱っており、AI技術を活用することで、番組制作に有用
な情報を自動抽出し、迅速で効果的に番組・コンテンツを制作
できるようになる。
　技研では、番組制作のワークスタイルを変え、番組制作者の
能力を拡張するために、AI技術を活用した番組制作支援技術を
スマートプロダクションと名付け、研究を進めている。2016
年度は、これまでに培った画像解析や音声認識、ソーシャルメ
ディア解析など、スマートプロダクションの要素技術の研究成
果を集約し、技研内に「スマートプロダクションラボ」（図1）を
設置した。今後、放送現場と連携して実用化を加速させていく。

4.4　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。2016年度は、高速
な双方向伝送を実現する要素技術の確立を目指し、再送制御方
式HARQ（Hybrid�Automatic�Repeat�reQuest）の改善による伝
送容量の拡大、伝送フレーム構成の再検討による低遅延化なら
びに通信経路の自動設定機能による運用性の向上に取り組ん
だ。
　高速ファイル伝送を実現するため、誤り訂正ブロック単位で
再送制御を実施するHARQ機能を改善した。誤り訂正符号を畳
み込み符号からターボ符号に変更し、符号化率8/9にてビット
誤り率が10-7となるSN比が約6dB改善することを計算機シミ
ュレーションで確認した。HARQの再送方式において、1回の
再送量を伝送路品質に応じて可変制御できる方法を検討し、試
作機で評価した結果、現行のFPUと同じ18MHz帯域幅で
190Mbps以上のファイル伝送を実現できる見込みを得た。
　双方向FPUにおいて、低遅延が要求される中継現場へのスタ
ジオ映像・音声の送り返しや、機器の遠隔操作等を実現するた
め、低遅延の伝送フレーム構成を検討した。伝送フレームのペ
イロード部を複数の領域に細分化し、各領域には直前までに入
力されたデータを格納して送信する構成とした。これにより、
フレーム送信中に入力されたデータも、同じフレーム内に格納
して伝送できるようになった。この伝送フレームを実装した試
作装置で評価を行った結果、FPUで発生する往復伝送遅延を従
来の半分に低減し、固定電話で要求される200msに相当する低
遅延伝送を実現できる見込みを得た（1）。

　運用時において、双方向FPU搭載の中継車は現場に急行し、
専用高速回線を開設し、双方向の映像伝送や遠隔操作、放送局
とのIP接続を可能にする。従来、手動で行う必要があったIPコ
ーデックなどの通信設定について、双方向FPU装置でIPパケッ
トの経路を自動設定する機能を開発し、運用性の向上を図った。

〔参考文献〕
(1)� �小山,鵜澤,熊谷,光山,青木,居相:�“双方向FPUの伝送遅延を低減す

る送信フレーム構成の検討,”�信学総大2017

図1　双方向FPU実験装置

図1　スマートプロダクションラボ
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4.5　ワイヤレスカメラ

　4K・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、ミリ波帯の電波を用いた送受信装置の研究を進めた。
OFDM（Orthogonal�Frequency�Division�Multiplexing）方式と
比較して、送信装置の小型軽量化が見込めるシングルキャリア
周波数領域等化（SC-FDE：Single-Carrier�transmission�with�
Frequency�Domain�Equalization）方式を採用し、伝送帯域幅
を従来装置の2倍となる125MHzに拡大した広帯域SC-FDE方
式の変復調器を試作した（図1）（1）。誤り訂正符号はリード・ソ
ロモン（Reed-Solomon）符号と畳み込み符号の連接符号とし、
変調方式32APSK（Amplitude�and�Phase�Shift�Keying）、符
号化率1/2において200Mbps級の伝送が可能であることを室
内実験で確認した。あわせて、400Mbps級の伝送容量を目指
したSC-FDE方式の2×2（2送信2受信）�MIMO（Multiple-Input�
Multiple-Output）化を検討し、実験装置を試作した。

　また、さらなる伝送容量の拡大を目指し、4×4�MIMO-OFDM
伝送技術の検討を進めている。これまでに受信機側の信号分離
で用いる最尤検出（MLD:�Maximum�Likelihood�Detection）の
演算量を「ブロックQR分解」によって削減する方法を提案し、装
置を試作した（2）。2016年度は試作装置に誤り訂正符号の機能
を実装し、4×4�MIMO-OFDMによる映像TS信号のリアルタイ
ム伝送を実証した。

〔参考文献〕
(1)� �松崎,鴨田,今村,濱住:�“ミリ波帯における広帯域SC-FDE方式変復

調器の開発,”�電子情報通信学会総合大会講演論文集,�B-5-45�
(2017)

(2)� �F.�Ito,�T.�Nakagawa,�H.�Hamazumi,�K.�Fukawa:�“Development�
of�Complexity-reduced�4x4�MIMO-MLD�Demodulator�with�
Block�QR�Decomposition,”�IEEE�International�Symposium�on�
Broadband�Multimedia�Systems�and�Broadcasting� (BMSB),�
2A-3�(2016)

図1　広帯域SC-FDE方式変調器


