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5　人にやさしい放送技術

5.1　情報提示技術

　聴覚や視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、立体の形状や固さ情報を伝える
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
　手話を母語とする方への放送サービスを充実するために、気
象情報を対象としてCGを用いた手話アニメーション（手話
CG）の生成技術の研究を進めている。
　手話では、手指動作および顔表情や口の動き（口型）が言語情
報を伝える手段として重要である。2015年度までに開発した
手話CGでは、あらかじめ取得した各手話単語のモーションデ
ータを接続して一連の動作として表現している。2016年度は、
自然でスムーズな手指動作を表現できるように、単語列のモー

ション接続部分を自動で修正する機能と、手話単語列の並びを
手動修正するインターフェースを開発した。さらに、2015年
度までに開発した手話CG翻訳システムに顔表情や口型を表現
する機能を統合して、ろう者によるシステムの主観評価を行っ
た。顔表情や口型を加えることで、従来よりも評価値が向上す
ることを確認した。
　気象電文を用いた手話CG自動生成システムでは、気象庁発
表のXMLフォーマットの天気予報データを変換することで、正
確な手話CGを自動的に生成する。2016年度は通常の天気予報
に加え、警報・注意報の内容を手話で表現する機能を追加した。
また、電文の受信から手話CG動画の生成・Webサイトへのア
ップロードまでの処理を統合し、動画生成の高速化と安定化を
図った。本システムで自動生成される気象手話CGの評価サイ
ト（図1）を、2017年2月にNHKオンラインで一般に公開した。

　放送内容に関連するデータを自動変換して、耳や目に障害のある方や、外国人を含むすべての視聴者に、情報
を迅速かつ正確に伝える「人にやさしい」放送のための研究開発を進めている。
　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、CGキャラクターの手指動
作を改善するための自動修正機能の開発と、顔表情と口型を表現する機能を統合した手話CG翻訳システムを開
発して主観評価を行った。また、気象庁からの電文データを基に気象手話CGを自動生成するシステムを実用化
し、評価ページをNHKオンラインで公開した。
　立体の形状や固さ情報を伝えるための触力覚提示の研究では、人がCG上の仮想物体を親指、人差し指、中指
の3本の指でつかんで、仮想物体の表面をなでるように手を動かすことにより、仮想物体の大きさと形状を瞬時
に伝えられる装置を開発した。
　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声を含む情報番組を対象として、発音辞書
を用いないEnd-to-end音声認識方式の開発に取り組んだ。また、番組中で推移する話題に対応した単語の接続
確率を、話題とともに推定する技術を開発した。話題の推定精度が低い場合でも単語の推定精度が低下しないた
め、認識精度が向上した。
　音声ガイド・音声合成の研究では、生番組にも対応可能な新たな解説放送サービスの実現を目指した音声ガイ
ドの研究に着手した。リオオリンピック・パラリンピックにおいて、オリンピック放送機構から配信される競技
データを解析して、選手名や得点経過などの競技状況を説明する音声ガイドを自動生成するシステムを構築し、
2016年9月までに1,929試合、2017年1月までに2,496試合の動画に対して音声ガイドを自動で付与した。視覚障
害者と晴眼者に対して自動生成した音声ガイドの主観評価実験を行い、それぞれの利用観点から有効性が示され
た。また、音声ガイドで使用するための音声合成技術の研究では、DNN（Deep Neural Network）方式による音
響モデルを用いた汎用音声合成システムを構築した。
　言語処理技術の研究では、日本在住の外国人を対象とした新たな情報提供手段として、読解支援情報付きニュ
ースの研究に着手した。ニュースに対して、やさしい日本語による説明、漢字のふりがな、難しい単語に対する
辞書情報、固有名詞の色表示、外国語の翻訳などの読解支援情報を付与することで、ニュースの理解を促進させ
ることができる。機械翻訳技術を用いて読解支援情報を自動付与し、誤りを人手で修正可能な読解支援情報制作
システムを開発した。
　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調べた。100種類
の多様な映像を対象にして、好まれる映像の大きさと映像内容の特徴や視距離との関係を調べた結果、視距離が
変化しても好まれる映像サイズと映像内容との関係は大きく変わらないことを確認した。また、映像の動揺によ
って感じることのある不快感について、動揺の継続時間や観視画角の影響を明らかにした。
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　また、ハイブリッドキャストの端末連携機能を利用して、テ
レビの緊急地震速報受信時に、手話CGによって避難を呼びか
ける情報をタブレット端末に自動提示するデモシステムを試作
した。この研究の一部は工学院大学と共同で実施した。

■ �形状・硬さ情報を伝えるための触力覚提示技術
の研究

　人の手の指に、画像や立体物の情報を伝える技術を研究して
いる。2015年度までに、CGで表現された仮想物体の表面を、
人が2本の指でつかみながらなぞって形を感じ取る装置を開発
した。2016年度は、人がCG上の仮想物体を親指、人差し指、
中指の3本でつかんで仮想物体の表面をなでるように手を動か
すと、手の動きと連動して指を押し広げるリニアアクチュエー
ターが作動し、仮想物体の大きさと形状を瞬時に伝えられる装
置を開発した。また、指が触れている面の硬さ・柔らかさを提
示する機能を組み入れた（図2）。さらに、人が物体の硬さ・柔
らかさをどのように認知するのかを実験により調査し、システ
ム設計に役立つ知見を得た。この研究の一部は東京大学と共同
で実施した。
　視覚障害者に教科書の図やグラフなどの2次元情報を伝える
技術の研究では、それらの形状を電子的に上下するピンアレイ
により線や面として表示するシステムの開発を進めている。
2015年度までに、ピンアレイに振動を与え、さらに機械によ
り指先を誘導する装置を開発した。2016年度は、視覚障害者
による評価実験を実施し、機械の誘導により視覚障害者が頭の
中で描く認知地図の形成が促進され、理解しやすくなることを

確認した。また、盲学校の授業で使用することを目的としてシ
ステムを改良し、先生が複数の生徒の指先の誘導装置をインタ
ーネット経由で遠隔制御できる機能を追加した。この機能によ
り、先生が指示した箇所を複数の生徒に同時に生徒に伝えるこ
とが出来るなど、通信教育での遠隔授業にも応用できる見通し
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。

〔参考文献〕
(1)	 	Umeda,	Uchida,	Azuma,	Miyazaki,	Kato,	Hiruma:	“AUTOMATIC	
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システムの開発,”	信学技報,	vol.116,	no.248,	WIT2016-35,	
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5.2　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。生放送の情報
番組では、料理をしながらの発話や、一般の人がリポーターの
問いかけに答える対話が多く、作業音などの背景音や発音の明
瞭性の低さが音声認識の課題となっている。

■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

図1　気象情報手話CGの評価サイト（NHKオンライン）
　　  http://www.nhk.or.jp/strl/sl-weather/

図2　3本の指の3点に形状を提示する装置
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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。
　2015年度まで、協調発話を直接認識するために、入力音声
の母音や子音らしさを与える音響モデルに、深層学習ニューラ
ルネットワーク（DNN）を導入して認識精度を改善してきた。
さらに、辞書にある読み通りに発声されないあいまいな言葉を
認識するために、単語の発声変形を推定して発音辞書に追加し
てきた。
　2016年度は、この発声変形の推定によって多量に生成され
る発声変形候補のうち、実際に起こりうる発声変形のみを選択
するアルゴリズムを開発した。この手法により、誤推定された
発音によって生じる誤認識を削減した（1）。さらに、人手で経験
的に与えてきた音素列の発音辞書ではカバーできない発声を認
識するために、発音辞書を用いない音声認識手法（End-to-end
音声認識）の開発にも挑戦した。この手法では、入力音声と認識
結果の文字を、音素記号を介さずに直接対応づけるDNNを学習
する。開発した手法では前後の文脈で文字の読みを特定できる
事を利用して、日本語のEnd-to-end音声認識に成功した（2）	（3）。
　情報番組では、料理やイベント紹介、旅行記など多岐にわた
る話題が短いコーナーごとに変化することがある。このような
番組の音声認識のためには、多様な話題に対応して単語と単語
のつながり易さを与える言語モデルが必要になる。番組中で推
移する話題を精度よく推定するのは困難であるため、単語の接
続確率と話題を同時に推定するように学習したDNNを開発し
た（4）。話題が推移する際など、話題を特定できない場合でも単
語の推定精度が低下しないため、認識精度が改善した。
　これまで開発してきた技術（図1）では、音声認識を構成する
特徴抽出、音響モデル、言語モデル、探索の要素技術がDNNで
置き換え可能となり、それぞれの精度が向上した。これらの開
発技術の導入により、ローカル情報番組「ひるまえほっと」を対
象とした実験では、番組音声の誤認識率を9.5％から6.9%に削
減できた。

■番組制作のための音声認識
　番組制作のために取材してきた映像素材から、視聴者に役立
つ番組を制作するためには、映像素材中の音声の書き起こしが
不可欠である。ネットワーク技術が発達し、大量の取材映像を
収集可能になった現在、取材映像の書き起こしを迅速に効率良
く制作するシステムが求められている。そこで、音声認識技術
を使った書き起こし制作システムと、認識結果を取材映像に対
応づけて認識誤りを効率良く修正するユーザーインターフェー
スの開発に着手した。

〔参考文献〕
(1)	 	Ichiki,	Hagiwara,	Ito,	Onoe,	Sato,	and	Kobayashi:	“SMT-Based	

Lexicon	Expansion	for	Broadcast	Transcription,”	APSIPA	ASC,	
Paper	ID	111(2016)

(2)	 	伊藤、萩原、一木、三島、佐藤、小林:	“End-to-end音声認識の日
本語への適用,”	電子情報通信学会技術研究報告,	vol.	116,	no.	
279,	SP2016-47,	pp.	31-36,	(2016)

(3)	 	伊藤、萩原、一木、三島、佐藤、小林:	“漢字の読みを考慮したEnd-
to-end音声認識,”	日本音響学会春季研究発表会講演論文集(2017)

(4)	 	萩原、伊藤、一木、三島、佐藤、小林:	“マルチタスク学習による
ドメイン適応言語モデル,”	日本音響学会春季研究発表会講演論文
集(2017)

5.3　音声ガイド技術

　視覚に障害のある方にもテレビのスポーツ中継をより楽しん
でいただくために、生放送番組にも対応可能な新たな解説放送
サービス「音声ガイド」の研究に取り組んでいる。

■音声ガイドの必要性の調査
過去のオリンピック番組を対象に、競技の状況に関する情報が
実況で発話されている割合を調査した（1）。画面に表示されてい

図１　DNNに置き換え可能な音声認識の要素技術

放送番組から自動生成した学習データ
発話内容のテキスト音声データ

話題追従言語
モデル

認識結果

End-to-end 音声認識雑音除去自己符号化器

協調発話
深層学習音響モデル 音響モデル

雑音除去 探索

言語モデル

特徴抽出

図2　書き起こし制作ユーザーインターフェース
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る得点に関する情報は、競技によってはほとんど発話されてい
ないことや、水泳や陸上などの競技者リストや順位の一覧など
は、35%程度しか音声で伝えられていないことなど、スポーツ
番組のテレビ音声だけでは競技状況の把握が困難であることを
確認した。
　また、主にドラマ番組の解説放送は番組音声に解説をオーバ
ーラップさせない制約のもとで制作されているが、スポーツの
ような発話が多い番組では番組音声の無い区間に解説を入れる
ことが難しい。そこで、放送音声と解説のオーバーラップが存
在する評価用のスポーツ番組を制作し、視覚障害者を対象に評
価実験を実施した（2）。その結果、音声のオーバーラップの多少
に関わらず、競技状況を説明する解説がスポーツ番組を楽しむ
上で必要であることを確認した。

■リオオリンピック・パラリンピックにおける実験
　オリンピック放送機構から配信される競技データである
Olympic	Data	Feed（ODF）を用いて、選手名や得点経過など
の競技状況を説明する音声ガイドの自動生成実験を実施した。
この実験では、NHKがインターネットで配信した実況コメント
の無い動画を対象とした。あらかじめ、競技ごとに発話テキス
ト生成のためのテンプレートを作成しておき、シュートやゴー
ルなどのデータがODFで配信されると音声ガイドテキストを
生成し、音声合成して動画に重畳する。海外の人名には、同じ
表記であっても言語によって読み方が異なる場合があるため、
選手の国籍情報を考慮した音訳手法を開発した（3）。この実験期
間中、オリンピック17競技、パラリンピック7競技の1,929試
合の動画に対して音声ガイドを自動で付与した（4）。これらのコ
ンテンツについて、視覚障害者および晴眼者を対象に主観評価
実験を行い、それぞれの利用観点から有効性を確認した。また、
実験では取り上げなかった競技についても、事後に発話テンプ
レートを作成して音声ガイドを自動生成し、これまでにオリン
ピック22競技、パラリンピック7競技の合計2,496試合の音声
ガイドつきコンテンツを制作した。また、音声ガイドで使用す
るための音声合成技術の研究を進め、汎用音声合成システムの

音響モデルを、従来のHMM（Hidden	Markov	Model）方式から、
より複雑な構造を表現可能なDNN（Deep	Neural	Network）方式
に置き換えた。主観評価実験を通じて、DNN方式は従来のＨＭ
Ｍ方式よりも音質が高いこと、また、音声ガイドに期待される多
様な発話スタイルの実現に有効であることを確認した（5）。

■実用化研究
　視覚障害者用の電子化図書などを合成音声で聞く際に、内容
が聞き取れる3倍速程度から、概要が把握できる8倍速程度まで
選択可能な、読み上げ方式を開発した。

〔参考文献〕
(1)	 	佐藤，熊野，清山，今井，山田:	“スポーツ中継のリアルタイムデ
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SLP-113,	no.6，pp.6	(2016)

(2)	 	今井，田高，尾上，清山，佐藤，宮﨑，熊野，山田，岩城:	“テレ
ビ音声へのオーバーラップを許容した音声補助情報サービスの検
討,”	信学総大，H-4-11,	pp.322	(2016)

(3)	 	宮﨑，熊野，今井:	“国籍情報を用いた人名の音訳,”	第15回情報科
学技術フォーラム講演論文集,	no.2，E-018,	pp.145-146	(2016)
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5.4　言語処理技術

　日本在住の外国人を対象とした新たな情報提供手段として、
読解支援情報付きニュースの研究を開始した。また、やさしい
日本語ニュースNEWSWEB	EASYを一人で制作するためのシ
ステムの研究を進めている。

■読解支援情報付きニュース
　インターネットで公開しているテキストのニュースは、多く
の外国人にとって理解することが容易ではない。そこで、さま
ざまな「読解支援情報」を付加することで外国人のニュースの理
解を促進する研究を開始した。読解支援情報として、やさしい
日本語による説明、漢字のふりがな、難しい単語に対する辞書
情報、固有名詞の色表示、外国語の翻訳を採用し、そのイメー
ジコンテンツを試作した（図1）。また、日本語学校の教師と学
生を対象に、このようなニュースの有用性を調査し、有用でニ
ーズが高いという結果を得た。

図1　競技データから自動で生成したコメント例

図1　やさしい日本語の読解支援情報付きニュースの例
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■読解支援情報制作システム
　やさしい日本語による説明、外国語の翻訳、ふりがなといっ
た読解支援情報は、機械翻訳システムや形態素解析システムな
どを使って自動的に付与される。このとき発生する誤りや読解
支援情報の不足を修正するシステムを開発した。このシステム
では、ふりがなのように上下に表示された読解支援情報の中か
ら、修正したい部分をマウス操作で選択して誤りを修正できる。
また、辞書表示の有無を決める単語の難易度レベルを、マウス
の選択で簡単に修正できる機能も実装した。

■機械翻訳技術
　英語の読解支援情報の自動生成に、ニューラル機械翻訳技術
を用いることを検討した。ニューラル機械翻訳では、入力文の
一部が翻訳されず欠落する問題がある。そこで、このような欠
落する部分を検出する手法を開発した。また、これを利用して、
システムの翻訳候補から欠落の少ない翻訳を選択する手法を開
発し、実験で翻訳性能が向上することを確認した（1）。

さらに、日韓（韓日）翻訳システム、英語スペイン語（スペイン語
英語）翻訳システムを試作し、これらの言語ペアでは翻訳性能が
高いことを確認した。

■NEWSWEB�EASYの一人制作システム
　現在、NEWSWEB	EASYのやさしい日本語のニュースは、
やさしい日本語を学んだ日本語教師と記者が協力して制作して
いる。このような体制を必ずしも取れない緊急時や地方局など
でもやさしい日本語のニュースの提供を実現するため、記者一
名で制作可能な「一人制作システム」の研究開発を進めている。
2016年度は統計機械翻訳技術を応用して、やさしい日本語の
文書の作成中に、日本語教師の知見を書き換え案として提案す
る文書エディターを試作した。
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5.5　映像認知解析

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の広視野視聴環境の利点を
生かした映像制作への活用を目指し、広視野に適した映像の特
徴を明らかにするための研究を進めている。

■好まれる映像サイズの測定
　2016年度は、広視野での視聴が好まれる映像の特徴を探る
ため、撮影対象や撮影方法の異なる多様な8KSHV映像を対象
に評価実験を行った。100種類の映像について、表示する際の
画面上の大きさ（映像サイズ）と画面からの距離を変えて、評定
者が好む映像サイズを測定し、映像内容の特徴や視距離の効果
を調べた。その結果、主要な被写体の種類や大きさによって好
まれる映像サイズは異なることが示された。さらに、視距離が
変化しても好まれる映像サイズと映像内容との関係は大きく変
わらないことが明らかになった（1）。今後は、映像中の被写体の
実世界での大きさや画面上での大きさ、映像全体から感じられ
る印象などが、好まれる映像サイズに与える影響について分析
を進める。また、画面サイズの効果についても評価し、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）は大きな視野角で視聴すると酔
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、視聴時に生じる不快感の程度（不快度）を推定
する技術の研究を進めている。2016年度は、認知される画面
の揺れの大きさ（動揺認知量）と不快度が、動揺映像の動揺継続
時間と観視時の視野角によってどのように変化するかを、4K映
像による心理実験で調べた。その結果、動揺継続時間が約3秒
を超えると動揺認知量が飽和する一方、不快度は3秒を超えて
も増加し、動揺認知量の累積値と一定の関係にあることがわか
った。また、動揺認知量、不快度ともに、動揺映像の提示され
る視野角が大きくなるにしたがって、増大することが確認され
た（2）。
　これらの知見に基づいて、動領域の面積や形状、時空間周波
数成分など、映像の物理的な特徴量から動揺認知量と不快度を
推定するアルゴリズムを改良し、一般映像を用いた検証実験に
よりこのアルゴリズムによる推定値の妥当性を検証した。
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図1　好まれる映像サイズの評価実験

映像サイズ
　拡大率：1～1/4

画面サイズ
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　　8Kディスプレイ

視距離
　0.75H / 1.5H（H：画面の高さ）
　＝画面の占める視野角：100° /61°


