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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、スポーツ
情報から手話CGを生成する技術と、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。

■スポーツ情報の手話CG生成技術の研究
聴覚に障害のある人がスポーツ番組を楽しめるように、ス

ポーツ番組でCGキャラクターがスポーツ内容を手話で解説す
る「スポーツ情報の手話CG生成技術」の研究を2017年度より
開始した。
スポーツの試合中に配信される競技データを用いて、試合中
の競技状況やルールなどの手話CGを自動生成するシステムを
試作した。あらかじめ、選手名や点数などを差し替えられる手
話CGのテンプレートを用意しておき、試合中は競技データを
テンプレートに当てはめて手話CGをリアルタイムに生成する。
技研公開2017では、手話CGによる競技情報とともに、画像や
テキストによる個々の選手情報や、試合会場の盛り上がり情報
などをタブレット端末で提示するアプリケーションを展示した
（図5-1）。また、競技動画と手話CGをWEBブラウザー上に表

示するシステムを試作し、局内実験を実施した。
また、スポーツニュースの任意文から手話CGへの機械翻訳
の研究も開始した。その基盤技術として、2017年度は収集し
たスポーツニュースと手話通訳士による翻訳結果を用いて、ス
ポーツニュースコーパスを約3,000文対構築した。スポーツ

障害のある方や外国人を含むあらゆる視聴者に、情報を迅速かつ正確に伝える「人にやさしい」放送の拡充のた
め、放送内容に関連するデータを自動変換し、利用者ごとに最適な手段で情報を提供する技術の研究開発を進め
ている。
情報提示技術の研究では、スポーツ情報の手話CG生成技術の研究に着手し、試合中に配信される競技データを
用いて、競技状況やルールなどの手話CGを自動生成するシステムの開発を進め、スポーツ番組において手話CG
を局内に配信する実験を実施した。また、スポーツニュースの任意文から手話CGへの自動翻訳の研究を開始し、
構文構造が複雑なスポーツニュースに対応するため、手話の構文構造を解析するシステムを試作した。
映像に含まれる動きの情報を、人の皮膚を介して伝える触覚提示技術の研究は、音声情報による伝達が難しい、
動きの速いスポーツコンテンツを対象として研究を開始した。振動・摺動・加速度の3種類の刺激を用いた情報提
示について基礎的な検討を進め、刺激の知覚と弁別に関する知見を得た。
取材映像を書き起こす音声認識技術の研究では、ディープニューラルネットワーク（DNN）を導入して、入力音
声と文字を直接対応させるEnd-to-end音声認識の開発を進めた。音声認識結果を効率よく修正できるインター
フェースも開発し、報道現場にシステムを公開して評価実験を進めた。
音声ガイド技術の研究では、外部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
説明するロボット実況の自動生成システムを開発し、NHKオンラインの特設サイトおよびハイブリッドキャストに
よるサービスを実施した。また、放送番組への音声合成技術の本格利用に向けて、ニュース読み上げのための
DNNによる音声合成技術の検討を開始した。
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読解支援情報付きニュースの研究に取り組むととも
に、外国語コンテンツ制作の効率化を目指した機械翻訳の研究に着手した。読解支援情報付きニュースの研究で
は、難しい表現に対するやさしい日本語の解説や辞書情報、漢字のふりがななどを自動付与し、情報の誤りを人
手で修正できるインターフェースを開発した。機械翻訳の研究では、国際放送のスペイン語字幕制作の支援のた
め、英語－スペイン語の対訳データを整備し、局内で利用できる翻訳システムを整備した。
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大きさや動きなどの特徴
を調べた。風景・人物・物体などの8K映像を対象に、主な被写体と思われる領域や映像全体の印象などを調べた
結果、好ましいと感じる映像の大きさは主要な被写体の実世界での大きさや「力強さ」「広がり」など映像の印象と
強く相関することを確認した。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心理実験を行い、動揺
領域や視野角による影響を明らかにした。

5　人にやさしい放送技術

図5-1　試作したスポーツ手話CGアプリケーション
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ニュースは長文となり構文構造が複雑で機械翻訳が困難なた
め、手話の構文構造を解析するシステムを試作した。また、
2016年度に開発した修正インターフェースを用いて、手話CG
の品質に関する評価実験を行った。聴覚障害者による指文字の
読み取り実験では、動きを修正することにより正解率の向上を
確認した。
2017年2月に一般公開した関東7都県の気象情報の手話CG

評価サイトでは、約500件程度のアンケート結果が得られ、お
おむね理解できるとの回答が9割を占めた。一部、「数字が顔
と重なり見えにくい」、「手が他の肌と重なり見えにくい」とい
う意見を頂いたため、数字表現の手や指が顔に重ならないよう
変更するとともに服装の変更や色調整等の改修も進めた。これ
らの研究の一部は工学院大学と共同で実施した。

■触れるテレビの実現に向けた触覚提示技術の
研究
映像に含まれる動きの情報を、人の皮膚を介して伝える技術

の研究を2017年度に開始した。現在、音声情報による伝達が
難しい、動きの速いスポーツコンテンツを対象にして、ボール
の移動方向や技の種別を触覚で伝える手法の開発に重点を置
いている。2017年度は、機械刺激を摺動・振動・加速度の3
種類に分類し、それらの刺激の知覚と弁別のための基礎的な条
件の洗い出しを進めた。摺動の研究では、皮膚をこするように
直線上を移動する刺激子によって、動きの速さと方向を伝えら
れることを明らかにした。振動の研究では、手のひらで包み込
める大きさの立方体の各面に振動を提示する装置を開発し、各
面の振動を他の面に伝搬させないための工学的知見を得た。一
般的に皮膚への刺激に対する感じ方の個人差は大きいが、刺
激の強さと繰り返しの速さを調整し、各人に適した刺激を使う
ことで情報提示に応用できることが分かった。（図5-2）この研
究の一部は新潟大学および山形大学と共同で実施した。
視覚障害者に教科書の図や墨字の形などの2次元情報を伝え

る技術の研究では、上下するピンアレーによって凹凸や振動で
形状や線を提示する触覚ディスプレーと、力覚ロボットアーム
で指先を誘導して伝える方式とを複合した、力覚誘導提示シス
テムの開発を進めている。2017年度は、これまでに教育応用
を目指して開発した、LAN経由でリモート制御が可能な力覚誘
導提示システムの実証評価を進めた。先生が複数の生徒の指
を同時に遠隔誘導できる機能を、鍼灸の模擬授業の中で評価
し、新たな教育方法として有効な手段であることを確認した。
また、漢字・かな文字の学習ツールの機能拡張を目的として、

文字の書き順を提示する機能を追加した。さらに、点字を習得
していない盲ろう者が、かな文字の文書を読むことができる
ユーザーインターフェースを開発した。これらにより、本シス
テムが教育や福祉の現場で多目的に利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。
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図5-2　振動キューブ（外観）と振動伝搬を抑制する構造
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5.2　音声認識技術

取材した大量の映像素材から番組を制作するためには、映像
素材中の音声を書き起こして、素材の内容を明確にする作業が
不可欠である。正確な番組を迅速に視聴者に届けるため、取材
映像の書き起こしを素早く制作する支援システムの研究を進め
ている。2017年度は、音声認識を使った書き起こし制作システ
ムの実現に向けて、音声認識の高精度化とインターフェースの
開発を進め、実証実験を開始した。

■取材映像を書き起こす音声認識
書き起こしを要する取材映像の話者は、発話の明瞭度などに

ばらつきがあり、スタジオに比べて音声の収録条件も悪いため、
認識率が低下する。そのため従来の生放送番組を対象とした音
声認識よりも難度は高い。技研では、迅速性が要求される記者
会見と、比較的良好な環境で収録されるインタビューを対象と
して、書き起こし支援システムの開発に着手した。
対象となる話者は、辞書にある音素列どおりに発声しない場

合が多く、従来の発音辞書を用いる音声認識では認識精度の改
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5.3　音声ガイド技術

視覚に障害がある方にもテレビのスポーツ中継を楽しんでい
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。研究は、まずア
ナウンサーの実況がないコンテンツに自動的に解説を付与する
「ロボット実況」、次に解説放送を補完する新たな視覚障害者
サービス「自動解説放送」の順に実現すべく進めている。2017
年度は、スポーツ番組におけるロボット実況サービスの実現と
自動解説放送サービスの実現へ向けて、課題の確認を進めた。

■ロボット実況の研究とスポーツ番組における
サービスの実施
スポーツ番組の生中継映像に、外部から配信される競技関
連データから、NHKが自動生成した実況音声と字幕を付与し

てインターネットとハイブリッドキャストで配信するシステム
を構築し、スポーツ番組のロボット実況としてNHKオンライン
の特設サイトおよびハイブリッドキャストによるサービスを実
施した（配信競技数：4競技（アイスホッケー、カーリング、ボ
ブスレー・スケルトン、リュージュ）、配信本数：17本）（図
5-4）。
2016年度に構築したシステムからの改良点は以下のとおり

である。①配信開始時間から終了時間まで設定されたスケ
ジュール表に基づき、試合の実況部分に加えて、試合前のルー
ル解説、試合会場の紹介や試合後の結果一覧等を含めた番組
全体を、自動的に制作できるようにした。②実況生成処理中に
発話の強調箇所を指定し、音声合成部を制御して音声に反映
する手法を開発した。③競技データに含まれる画像データから
発話生成に必要な事象を抽出して利用する技術を開発し、一部

善に限界がある。そこで、DNNを導入して、入力音声に文字を
直接対応させるEnd-to-end音声認識の認識精度の改善を図っ
た。一般に、音声認識処理では学習データ中の出現頻度が著
しく低い文字の音響的な特徴を学習することが難しい。2017
年度は、音響的特徴の学習が困難になる文字を複数集めて1つ
のクラスとして学習し、文字や単語のつながりやすさなどの手
がかりで元の文字に復元する手法を提案し、認識精度を改善し
た（1）（2）。また、取材映像では話題が多岐にわたり、話題を特定
することが困難なため、多様で複合的な話題を200次元の数値
ベクトルで表現し、単語と単語のつながりやすさを与える言語
モデルの精度を向上させた（3）。
また、音声認識結果を映像・音声とともに効率よく参照でき
て必要に応じて最小限の操作で認識誤りを修正可能なインター
フェースを開発した（4）。インターフェースはWebアプリとして
提供され、利用者はソフトのインストール無しに自席のPCなど
で入力動画ファイルに対する音声認識結果を確認できる（図
5-3）。記者会見などでは、取材映像の全ての発話を一字一句
書き起こす必要はないため、映像の変換点や無音区間を手がか
りに自動で動画を項目に分割するとともに、項目ごとにキー
ワードを与えて必要な項目を効率よく参照できるようにした。
認識結果の単語は動画の再生とともにハイライト表示され、音

声と認識された文字を対応させて参照できる。さらに、動画の
再生や停止をテキストの編集作業と連動させたことにより、再
生・停止や再生位置の変更などの煩わしい操作を不要にした。
このインターフェースにより、認識誤りの修正に要する時間を
3割削減することが可能となった。
このシステムの有効性を確認するため、報道現場にシステム

を公開して評価実験を開始した（5）。

■字幕制作システムへのDNN音声認識の導入
字幕制作の効率化と拡充の要望を受け、字幕制作に用いられ

る音声認識にDNNを導入するための開発を進めた。最新の言語
モデルは規模が大きく、短時間に最新のニュース記事を取り込
むことが困難なため、複数の単語ネットワーク（言語モデル）を
連結して認識するアルゴリズムを開発した。認識アルゴリズム
は、DNN計算部と探索部を並列化して高速化した。また、認識
単語を逐次出力するアルゴリズムを新方式用に最適化して、認
識誤りを迅速に修正できるようにした。引き続き、これらの技
術と既存設備が連携するインターフェースを開発し、字幕制作
に用いられる音声認識システムの高度化を進めていく。

〔参考文献〕
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図5-3　書き起こしインターフェース
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競技に適用した。④DNNを用いた新しい音声合成装置を開発
した（1）。既存の朗読調の学習用音声データに少量の実況調の音
声データを加えて合成モデルを学習することで、少量の学習
データから高品質な実況調音声を合成可能とした。さらに、実
況発話に多い文末強調イントネーションを高品質に再現するた
めに、文末イントネーションを平叙型と強調型に分類してモデ
ルを学習する方式を開発した。

■視覚障害者向けサービスとしての課題確認
ロボット実況によって、視覚に障害のある方が競技の状況を

どの程度理解できるのかを評価した。音声のみで伝えるラジオ
とロボット実況を比較した結果、ロボット実況はラジオと同じ
程度に競技の状況を理解できることが分かった（図5-5）（2）。
また、テレビとラジオの実況を比較してコメントを分類し、
テレビの実況に補足すべき情報を検討した結果、ラジオは競技
の状況や発生するイベント以外の情報も多く、ラジオと同程度
の情報提要をロボット実況で実現するためには、競技によって
は競技データ以外の情報の利用が必要であることが分かっ
た（3）。さらに、実況アナウンサーの音声が存在する番組に対し
て音声ガイドを付与する自動解説放送について検討した。二つ
の音声が重なった場合でも、音声ガイドの声質を番組音声と聴
感的に分離しやすく工夫することで、番組理解を改善できる見
通しを得た（4）。

■ニュース読み上げに向けた音声合成技術の研究
放送番組への本格利用を念頭に、ニュース読み上げのため

のDNN音声合成技術の検討を開始し、学習データ整備などの
準備を進めた。

■実用化研究
ハイブリッドキャスト連携アプリを利用して、スマホやタブ

レット端末で再生する音声ガイドと番組とを同期させるシステ
ムを試作するとともに、外部サーバーを利用してガイド音声の
配信にかかる時間を計測し、生放送への対応可能性を確認し
た。

〔参考文献〕
（1） K. Kurihara, A. Imai, H. Sumiyoshi, Y. Yamanouchi, N. Seiyama, 

S. Sato, I. Yamada, T. Kumano, R. Tako, T. Miyazaki, M. Ichiki, 
T. Takagi, S. Oshima and K. Nishida：“Automatic Generation of 
Audio Descriptions for Sports Program，” International 
Broadcasting Convention（IBC）Conference（2017）

（2） 一木，清水，今井，都木，栗原，宮﨑，田高，熊野，山田，佐藤，
清山，山内，住吉：“スポーツ中継におけるバリアフリー放送技術
のための音声ガイド技術の検討，” 映情学年次大，33D-2（2017）

（3） 佐藤，住吉，今井，山内，清山，清水，金子，熊野，宮﨑，栗原，
一木：“スポーツ実況を補足する自動解説発話の分類，” 映情学年次
大，11C-4（2017）

（4） 一木，清水，今井，都木：“スポーツ中継の実況音声と音声ガイド
の同時聴取の検討，” 音響学会秋季講演論文集，3-5-7（2017）

図5-5　 ロボット実況（ガイド）の有無による内容把握に関する
主観評価結果（5：非常に良い　1：非常に悪い）
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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進めている。また、外国語
コンテンツ制作の効率化を目指した機械翻訳の研究を開始し
た。

■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日本語テキストのニュースに

は、難しい漢字や表現が頻出するため、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、ニュースにさまざまな
「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
を促進する研究を進めている。読解支援情報として、難しい表
現に対するやさしい日本語の解説、漢字のふりがな、難しい単
語に対する辞書情報を用意した。読者は、スライダーやボタン
の操作で読解支援情報の表示を調節できる。
読解支援情報のうち、やさしい日本語の解説は機械翻訳シス

テムによって自動付与し、ふりがなと辞書情報は形態素解析シ
ステムによって自動付与するが、自動付与には誤りが避けられ
ない。そこで誤りを簡便に修正するためのインターフェースを
開発し、実際に読解支援情報付きニュースを簡便に制作できる
ことを確認した（1）。
このほか、知的障害者に対するやさしい日本語の効果の検証

を目指した比較分析を実施した。具体的にはNHKのインター
ネットニュース「NEWSWEB」、やさしい日本語のニュース
「NEWSWEB EASY」、および福祉団体が発行する知的障害者
向けの新聞「ステージ」の同一話題の記事を分析した（2）。この
結果、NEWSWEBに比べてNEWSWEB EASYとステージはや
さしい語が多く使われていることや、文が短いことが明らかに
なった。また、NEWSWEB EASYとステージには、専門用語
の出現に差があることが明らかになった。この研究は淑徳大学
短期大学部、聖心女子大学、公立はこだて未来大学と共同で
実施した。

■機械翻訳技術
NHKワールドのビデオオンデマンド（VOD）旅番組のスペイ

ン語字幕制作支援を目的に、英語－スペイン語の機械翻訳の

研究を開始した。NHKのラジオ日本の5年分の台本を元に約5
万文の英語－スペイン語の対訳データを整備し、さらにイン
ターネット上で公開されている言語データから約500万文の対
訳データを整備した。以上の対訳データを元に、ニューラル
ネット翻訳システムを試作した。VOD旅番組の字幕の翻訳実
験を実施したところ、翻訳システムを使用した場合、人手の翻
訳に比べて単位時間の翻訳量を1.6倍に増加させることができ
た。また、局内からアクセスできる翻訳システムのWebイン
ターフェースを整備した（図5-6）。このほか、日英ニュース機
械翻訳の研究のため、人手の翻訳により4万文の日英ニュース
対訳データを整備した。この研究は情報通信研究機構と共同で
実施した。

〔参考文献〕
（1） 後藤，美野，熊野，田中：“読解支援情報付きニュースの提案，” 

2017年映情学冬季大，22A-8（2017）
（2） 打浪，岩田，熊野，後藤，田中，大塚：“障害者向け「わかりやすい」

情報提供と外国人向け「やさしい日本語」の相違－「ステージ」と
「NEWSWEB EASY」の語彙に着目した比較分析から－，” 社会言語
科学，Vol. 20, No. 1, pp.29-41（2017）

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
映像の制作を支援するため、映像の大きさや動きなどの特徴と
主観的な好ましさや不快度との関係を明らかにする研究を進め
ている。

■好まれる映像サイズの測定
大画面での視聴に適した映像の特徴を明らかにするために、

映像の大きさの好みについて心理実験を通じた研究を進めてい
る。2017年度は、風景・人物・物体などのさまざまなSHV映

像を大型ディスプレーに映した場合に、好ましいと感じる映像
の大きさを心理実験によって計測し、表示された映像の特徴と
の関係を調べた。映像の特徴については、主な被写体と思われ
る領域や映像全体の印象などを主観評価実験によって調べ、そ
の特徴量を分析した。その結果、好ましいと感じる映像の大き
さは、映像中の主要な被写体の実世界での大きさと強く相関す
ることが明らかになった（図5-7）。さらに、映像全体から感じ
る「力強さ」や「広がり」の印象を定量化した指標とも相関が高
くなることが示された（1）。今後は、ディスプレーの大きさや観
察距離などがどのように影響するのか、調べていく。

図5-6　英語－スペイン語翻訳システム
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■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。2017年度は、対象を
SHV映像まで広げ、複数の動揺領域の目立ちやすさ（誘目度）
とその位置関係により、認知される画面の揺れの大きさ（動揺
認知量）と不快度がどう変化するかを心理実験で調べた。その
結果、動揺認知量と不快度は、ともにSHVの視野角で飽和傾
向が表れていること、動揺認知量は動揺領域の誘目度、位置の
いずれの影響も受けないが、不快度は誘目度の高い動揺領域
の影響が支配的で、その距離が離れるほど不快度が低くなるこ
とが明らかになった（2）。
これらの知見に基づいて、動揺領域の時空間周波数成分や
位置関係など、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
験を実施してこのアルゴリズムによる推定値の妥当性を検証し
た。

〔参考文献〕
（1） M. Harasawa, Y. sawahata and K. Komine：“The factors 

affecting preferred physical size of high-resolutional moving 
images，” The Visual Science of Art Conference 2017, Berlin,  
Aug（2017）

（2） 蓼沼：“広視野動揺映像における動揺認知量と不快度，” 映情学技報，
Vol. 42, No. 4, pp. 93-98（2018）

図5-7　映像の大きさの好みに関する心理実験の結果
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