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4.1　コンテンツ要素抽出技術の研究

■映像検索技術
映像アーカイブスや各放送局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。
映像の各フレーム画像において「顔がどこにあるか」を見つ

ける顔検出技術の精度向上を図った。学習データの増強および
カスケード型の決定木を用いた識別器の改良により、約90％
という高い検出精度を得た（1）。また、本技術と「顔が誰である
か」を識別する顔認識技術を用いて、テレビ番組の出演人物を
リアルタイムで識別するシステムを開発し、技研公開2017に
て展示した（図4-1）。
映像中に写りこんだ文字列（情景文字列）を検出する技術に

ついては、物体認識技術により推定した「看板」「道路標識」
「名札」などの「文字列属性」を利用して、精度を改善する手法
の検討を進めた。
入力画像と同一の被写体が映る画像を探す「詳細類似画像検
索」の研究に取り組んだ。被写体の外観の対称性に着目した新
しい特徴ベクトルおよび類似度計算手法の導入により、特定

ジャンル（建造物など）を対象とした類似画像検索での精度向
上を実現した（2）。
映像検索技術の実用化に向けた取り組みも、多角的に進め

た。CG合成や映像効果などを取り扱う番組制作現場と連携し
て、物体認識技術で自動付与したタグによる検索や類似画像
検索技術を組み込んだ素材管理システムをイントラネット上に
構築し、現場での試用を開始した。また、放送現場より提案さ
れたアーカイブス映像へのメタデータ自動付与システムの実用
化に向けて、顔認識技術および情景文字列認識の実装を進め
た。さらに、スマプロラボ（4.3節参照）の取り組みとして、
ニュースの制作現場を支援するために開発中のソーシャルメ
ディア分析システムにおいて、火災や消防車などが映る画像を
自動検出し、事故や災害に関するツイッターの抽出精度を向上
させる仕組みの構築に着手した。
将来の柔軟で拡張性の高いメディア制作環境を構築するた

めのサービスインターフェースを規定する、AMWA-EBUの
「FIMS（Framework for Interoperable Media Services）」の標準
化活動において、映像のショット単位への分割や物体認識、文
字列検出技術などをFIMS準拠のサービスとして実装したデモ

高品質で魅力的なコンテンツを提供するための番組制作技術として、AI（Artifi cial Intelligence：人工知能）や
ビッグデータを活用した番組制作支援技術、スポーツ中継・音楽番組などの番組素材を無線伝送する技術、スポー
ツの競技音などをクリアに収音する音響技術の研究開発を進めている。
番組制作支援のためのコンテンツ要素抽出技術の研究では、映像検索技術として、顔検出・顔認識技術、映像
中に写りこんだ文字列の検出技術、入力画像と同一の被写体が映る画像を探す類似画像検索技術の精度向上を図っ
た。また、ソーシャルメディア分析システムに画像認識を組み合わせて、ツイートの抽出精度を向上する技術の検
討に着手した。
映像要約技術の研究では、自動要約のデモシステムを構築するとともに、投稿動画から要約映像を自動生成する
システムを開発し、放送番組で使用した。また、4Kモノクロフィルム映像をカラー映像に自動変換する技術の研
究に着手し、ディープニューラルネットワークによる変換手法を開発した。
コンテンツ制作支援技術の研究では、ソーシャルメディア分析技術として、ツイートからニュース制作に役立つ
情報を取得し、火事・火災、交通事故などの24種類のカテゴリーに分類するシステムを開発した。また、原稿作
成支援技術として、放送局の過去のニュース原稿と河川のセンサー情報を利用して、豪雨や台風の際に河川に関
するニュースの原稿案を自動作成するシステムを開発した。
AIやビッグデータを活用した番組制作支援技術の実用化に向けて、技研の“スマートプロダクションラボ”の活動
を推進した。技研公開2017で各技術を分かりやすく紹介するとともに、各種展示会や放送センターの関連部局お
よび外部からの来訪者へのデモンストレーションを多数実施し、外部への展開や関連部局との連携をより一層強
化する取り組みを推し進めた。
ワイヤレスカメラの研究では、2020年の実用化に向けて、スーパーハイビジョン対応の送受信装置の開発を進
めた。125MHzの広帯域を利用できる42GHz帯ワイヤレスカメラの伝送方式として、OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）方式とSC-FDE（Single Carrier-Frequency Domain Equalization）方式の装置を
試作し、実際の運用に即した評価実験を行った。また、送受信基地局までのIF（Intermediate Frequency）信号を
イーサーネットで伝送する装置の研究を進め、クロック周波数の高精度な同期手法を開発したことにより
1024QAM等の超多値変調信号にも適用可能となった。
音響技術については、大勢の歓声の中でもスポーツの競技音をクリアに収音するために、極めて鋭い指向性を
有するウルトラ指向性マイクロホンの研究を進めた。ショットガンマイクロホンの性能を高精度にシミュレーショ
ンする技術を開発するとともに、サイドローブ抑圧に効果的な信号処理法を提案した。
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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
アから番組制作に役立つ情報を取得する技術や、過去のニュー
ス原稿をもとに原稿案を作成する技術の研究を進めている。

■ソーシャルメディア分析
Twitterへの投稿（ツイート）からニュース制作に役立つ情報を

取得し、火事・火災、交通事故などの24種類のカテゴリーに分類

システムを構築し、欧州国際放送機器展IBC 2017に出展した。

■映像要約技術
番組の予告映像やダイジェスト映像の制作を支援するため

に、番組映像を自動で要約する技術の研究を進めている。
2016年度に開発した映像要約手法について、適用対象とな

る番組数を拡充するとともに、イントラネット上にデモシステ
ムを構築した（3）。このシステムでは、番組制作者が自動要約の
手がかりとなる、ツイッター解析による視聴者の反響、画像解
析に基づいた登場人物、テロップおよびカメラワークなどのさ
まざまな情報の重み配分を自由に設定し、さまざまなパターン
の要約映像を自動生成することが可能である。
この技術を応用して、大量の投稿動画から要約映像を自動で
生成するシステムを開発し、2017年10月放送の番組「東京ミ
ラクルシティ　みんなで撮った1000日前」で活用された。ス
マートフォンで撮影された約1400本の投稿動画の中から、顔
の検出技術、建物や人ごみを認識する技術などにより映像を自
動で選択し、それらをバランスよく並べて要約映像を生成する
システムとした。システムが自動生成した要約映像は、番組に
おいて「AI（Artifi cial Intelligence：人工知能）が編集した映像」
として紹介された。
映像区間の重要性評価に関する研究として、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検出す
る手法の改良を進めた。表情の変化と相関の強い目や口元など
の特徴点データのみを解析対象とすることにより、検出精度の
向上を図った。この研究の一部は早稲田大学と共同で実施した。

■モノクロ映像の自動カラー化技術
放送局に保管されているモノクロ映像は、さまざまな番組で
利用される貴重な映像素材である。番組制作現場のニーズに
応え、4K解像度相当のモノクロフィルム映像をカラー映像に

自動変換する技術の研究に着手した。
アーカイブス映像などから収集した大量の番組映像を教師
データとしてディープニューラルネットワーク（DNN）を学習
し、モノクロフィルム映像をカラー映像に自動変換する手法を
開発した（4）。この手法は、色の推定用、色の修正用、および色
情報の隣接フレームへの色伝搬用といった3種類のDNNで構成
されている。さらに色補正のため、番組制作者が簡易な手段で
色を指定することで、その色が反映されたカラー映像を生成す
ることが可能である。

〔参考文献〕
（1） 河合，望月，佐野：“テレビ番組を対象とした顔検出と顔認識，” 信

学技報，IE2017-83（2017）
（2） 藤森，望月，佐野：“物体の対称性に着目した詳細類似画像検索，” 

情報科学技術フォーラム，H-041（2017）
（3） 松井，望月，河合，遠藤：“マルチモーダルなコンテンツ解析に基

づいた放送映像の自動要約，” 信学技報，PRMU2017-26（2017）
（4） 遠藤，河合，望月：“画像変換のためのマルチスケール残差ネット

ワークの検討，” 映情学技報，ME（2017）

図4-1　リアルタイム顔認識技術

図4-2　ソーシャルメディア分析システム
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をリアルタイムで解析
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する、ニューラルネットワークを用いた抽出手法を考案した（1）。
さらに報道現場と協力して、提案手法を用いたソーシャルメディ
ア分析システム（図4-2）を開発し、試験運用を開始した（2）。
ソーシャルメディア分析システムが取得する情報を整理する
ために、映画やゲームなどの仮想世界で起こった事件・事故を
特定する手法（3）、既に他の報道機関が言及している投稿を判別
する手法（4）を提案し、その効果を確認した。

■原稿作成支援
放送局に蓄えられた大量のニュース原稿とセンサー情報を利
用して、豪雨や台風の際に、河川状況を伝えるニュースの第一
報となる原稿案を作成する支援システム（図4-3）を開発した（5）。
降雨時期に報道現場でこのシステムの試験運用を実施した。

〔参考文献〕
（1） 宮﨑，鳥海，武井，山田，後藤：“ニュースに役立つtweetの自動抽

出・分類手法，” 情報処理学会研究報告，Vol. 2017-IFAT-127, No. 
1（2017）

（2） J. Goto, T. Miyazaki, Y. Takei and K. Makino：“Automatic 
Tweet Detection based on Data Specified through News 
Production，” Proc. of IUI2018 Companion, No.1（2018）

（3） Y. Takei, T. Miyazaki, I. Yamada and J. Goto：“Tweet 
Extraction for News Production Considering Unreality，” Proc. of 
PACLIC 31（2017）

（4） 牧野，武井，宮﨑，後藤：“ニューラルネットワークを用いた既出
Tweet分類，” 言処学大，pp.1143-1146（2018）

（5） 後藤，牧野，武井，宮﨑，住吉：“ニュース制作のための原稿作成
支援システム，” 映メ冬大，13B-7（2017）

4.3　スマートプロダクションラボ

画像解析や音声認識、テキストビッグデータ解析など、番組
やニュースの制作スタイルを大きく変える可能性を秘めたAI。
技研の30年以上にわたるAI技術の研究成果を集約し、効率的
な番組制作による働き方改革や人にやさしい放送に資する局内
連携と実用化を加速する拠点として、技研内の横断的な研究
チーム「スマートプロダクションラボ」を2016年度に設置した。
技研内の常設展示ブースや、研究成果を体験できる局内向け専
用サイトを設けるとともに、相談窓口を一元化して、現場ニー
ズに応えられる体制で活動を進めている。
2017年度は、技研内展示ブースや放送センターのスタジオ

で関連部局向けデモンストレーションを実施して（図4-4）、AI
技術の放送利用を希望する関連部局との連携を促進した。その
結果、生放送番組で利用した映像自動要約技術、地方局で試
行的な運用を開始した河川情報の原稿自動生成システム、ス
ポーツ競技の音声ガイドによるロボット実況など、多くの技術
が実用化された。AIを活用した制作技術は番組制作の手法を変
えるだけでなく、放送現場の働き方改革にも寄与するものとし
て、高い注目を集めている。
各技術の外部に向けた情報発信も積極的に推進した。技研

内展示ブースに外部の視察者を多数迎えたほか、技研公開
2017、NAB Show、IBC2017、InterBEEなど、国内外のイベ

ントにおいて研究発表や技術展示を多数実施した。

・観測対象の河川名
・観測地点の名称
・観測地点の住所
・観測時刻
・現在の水位
・警報が出る水位の閾値
・観測点の緯度経度

河川情報センターからの情報

過去に制作した大量の原稿
原稿案を作成

状況を分析

テンプレート作成

「和歌山県を流れる熊野川は、新宮市にある日足で23時
50分現在、氾濫危険水位の14メートル95センチを超え
ました。」

図4-3　原稿作成支援システム

図4-4　 技研の常設ブースでの関連部局向けデモンストレー
ション 
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4.4　ワイヤレスカメラ

スーパーハイビジョン映像を無線伝送するワイヤレスカメラ
の研究では、2020年の実用化へ向けて、送受信装置の開発を
進めた。
125MHzの広いチャンネル帯域幅を利用可能な42GHz帯の
電 波 を 用 い、OFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）方式と比べてピーク電力が低く電力増幅器の高
出 力 化 が 期 待 で き るSC-FDE（Single Carrier-Frequency 
Domain Equalization）方式の検討を進めた。2017年度は、実
際の運用に即して受信ダイバーシティー（SIMO: Single-Input 
Multiple-Output）に対応した伝送容量200Mbps級の変復調器
を試作した。スタジオの環境を模擬した実験を行い、OFDM方
式よりもSC-FDE方式の方が最大伝送距離を長くできることを
示した（図4-5）（1）。さらに、SC-FDE方式の性能改善に向けた
方式検討（2）や伝送容量400Mbps級に向けた2×2 MIMO
（Multiple-Input Multiple-Output）化（3）、OFDM方式による4×4 
MIMOに関する検討も進めた。
ワイヤレスカメラの送受信基地局までのIF（Intermediate 
Frequency）信号をイーサーネットで伝送する、イーサーネッ
トIF伝送システムについても開発を進めた（4）。IF信号を送るパ
ケットの送受信時刻を用いて、パケットの送信装置と受信装置
のクロックを高精度に同期させることで、44dBの等価CN比
（搬送波電力対雑音電力比）の性能を実現し、1024QAM
（Quadrature Amplitude Modulation）等の超多値変調を用いる
マイクロ波帯FPU（Field Pick-up Unit）などへも適用可能と
なった。イーサーネットを用いることでIF信号を束ねて伝送で
きるため、10Gbpsのイーサーネット1本でマイクロ波帯FPU
のIF信号を5本分伝送できる見込みを得た。

〔参考文献〕
（1） 松崎，山岸，伊藤，鴨田，今村，濱住：“200Mbps級42GHz帯ワ

イヤレスカメラシステムに向けたSC-FDE方式とOFDM方式の比較
実験，” 信学総大，B-5-93（2018）

（2） 山岸，松崎，伊藤，鴨田，今村，濱住：“SC-FDE方式におけるパ
イロット信号のブースト比の検討，” 信学総大，B-5-94（2018）

（3） Y. Matsusaki, H. Kamoda, K. Imamura and H. Hamazumi：
“Millimeter-wave 2×2 MIMO SC-FDE for an 8K Wireless 
Camera，” 2018 IEEE Radio & Wireless Week（RWW 2018），
MO3A-4（2018）

（4） 青木，今村，濱住：“ミリ波ワイヤレスカメラ用イーサネットIF伝送
システムの基礎検討，” 映情学年次大，32E-4（2017）

4.5　ウルトラ指向性マイクロホンの技術開発

大勢の歓声の中でも、スポーツの競技音をクリアに収音でき
るマイクロホンの研究開発を進めている。特定の狭い範囲の音
を収録するために、従来よりも鋭い指向性を有するショットガ
ンマイクロホンを2015年度より開発中である。2017年度は、
マイクロホンに用いる音響管の設計手法と、指向性を改善する
信号処理技術の検討を進めた。
ショットガンマイクロホンは、振動膜の前方に取り付けられ
たスリット付き音響管の効果で、鋭い指向性を実現する。これ
までに、音響管の内部音場を物理的に計算することで、ショッ
トガンマイクロホンの特性を高精度に予測できるシミュレー
ション技術を開発した。この技術により、効率的な音響管の設
計が可能となった。本手法を用いて開発した、従来より長い音
響管を有するウルトラ指向性マイクロホンを、技研公開2017
で展示した（図4-6）。
さらに2017年度は、音響管の設計パラメータの最適化手法
を開発するとともに、信号処理によるサイドローブ抑圧処理に
関する検討を行い、有効性を示した（1）。

〔参考文献〕
（1） 佐々木，小野：“遺伝的アルゴリズムによる音響管設計とサイドロー

ブキャンセラを用いたショットガンマイクロホンの設計，” 音響学
会秋季講演論文集，2-P-43, pp.641-642（2017）
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図4-5　電力増幅器の出力電力と最大伝送距離の関係

図4-6　ウルトラ指向性マイクロホン（下）
2017年技研公開において、従来のショットガンマイクロホン（上）と抑圧
性能を比較展示


