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4.1　ソーシャル・ビッグデータ解析技術

■ソーシャルメディア分析技術
　放送局が取り扱う大量のテキストデータ、いわゆるテキスト
ビッグデータから番組制作に役立つ情報を取得する研究を進め
ている。ニュース制作現場では、テキストビッグデータの一つ
であるソーシャルメディアへの投稿から、ニュース性のある情
報を取得している。そのため、技研では、現場で得られたニュ
ース性のある投稿を教師データとし、ツイッターからニュース
性のある投稿をリアルタイムに自動で取得するシステムの開発
を行っている。このシステムは、ニューラルネットワーク（NN）
を用いて、大量のツイートからニュース性のある情報を抽出す
る。現状では、システムが特定するニュース性のある投稿は1
日数千件にも及ぶため、自動判定したツイート内容のニュース
カテゴリと地名情報により、抽出された投稿を分類するユーザ
ーインタフェース（図4-1）を開発した（1）。さらに、事件や事故
の発生場所の特定機能を改善するため、知識ベースを活用した
NNによる投稿者の位置情報の推定手法の検討を進めた（2）。
　システムが特定したニュース性のあるツイートの中には、既
に他のメディアで報道されている情報やそのコメントやリツイ
ートが含まれている場合がある。それらを判別できるように、
畳み込みNNを用いて、既出の情報を特定する手法を開発し
た（3）。また、ソーシャルメディアには、ボットと呼ばれる自動
投稿を行うアカウントが多数存在している。ボットの投稿に

は、過去の投稿のコピーや、デマやいわゆるフェイクニュース
も含まれており、ある投稿のアカウントがボットどうかの情報
は番組制作者にとって重要である。そこで、ソーシャルメディ
アへの投稿時刻の規則性に基づき、ボットのアカウントを判定
する手法を開発した（4）。
　ツイッターには世の中で起こっている種々の事件や事故に関
する投稿がされており、固定のモデルでは対応できない場合も
考えられる。そのため、システム利用者の操作ログをもとに新
たな学習データを作成し、そのデータを利用してモデルを更新
するためのNNの構成を検討した（5）。また、事件や事故に関する
投稿には、火災や交通事故などを表す文字情報がなく、画像の
みを添付している場合があるため、テキスト分析だけでなく、
4.2節で紹介する画像分類技術を用いて、該当ツイートを抽出
する機能を検討しシステムに実装した。
　放送局には過去に制作した番組に関する情報が蓄積されてお
り、新たな番組を制作する上でこれらの情報は有用である。そ
こで、単語間の関係辞書を利用した文章間の関連性を判定する
手法を用いて、取得したソーシャルメディアへの投稿をもとに、
関連する過去の番組の情報を検索・提示する機能（図4-2）を開
発した（6）。
　開発したソーシャルメディア分析システムの可視化機能や分
析機能を用いて、視聴者からの意見を反映させる生放送番組（テ
ンゴちゃん、はじっこ革命）や年末特集番組（ドキュメント72時
間）に活用した。また、米国NIST（National Institute of 
Standards and Technology）が主催する競争型ワークショップ
TREC 2018の災害関連トラックに参加し、上位の成績（分類タ
スク4位、重要度判定タスク1位）を獲得した（7）。

■評判分析技術
　番組に関する評判を放送後に網羅的・恒常的に分析する技術
の研究を進めている。番組に関する評判には、番組の内容に関
する純粋な意見の他に、編成や経営に関わる要望など、固有な
意見種別がある。このような、視聴者意見分析の実務に基づい
た分類ができるアルゴリズムを、関連部局での利用が可能な分
析システムとして実装した。
　番組に関する評判であることを判断するための大切な要素の
ひとつである、意見対象の検出技術を開発するための課題を洗
い出した。ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を利用
した既存の手法には、番組ハッシュタグと呼ばれる、ツイッタ
ー利用者固有の記法を手掛かりにするものがある。番組ハッシ
ュタグは、ソーシャルメディアでの利用法の変遷や放送局の運
営指針の変更により影響を受けるため、網羅的・恒常的な分析
を可能とするには、番組ハッシュタグに過度に依存しない手法
の開発が必要である。そのため、番組ハッシュタグを用いる手
法の得失を調査し、一般的な言語処理技術を手掛かりとする手
法の検討を行った。

〔参考文献〕
（1）  武井，牧野，宮崎，住吉，後藤:“ニュース取材支援のためのソー

シャルメディア分析システム，” FIT 2018,  E-015（2018）
（2）  T. Miyazaki，A. Rahimi, T. Cohn and T. Baldwin:“Twitter 
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図4-1　ソーシャルメディア分析システムのユーザーインタ
フェース
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図4-2　ソーシャルメディアの投稿に基づく関連番組検索
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Geolocation using Knowledge-Based Methods，” W-NUT2018, 
pp.7-16（2018）

（3）  K. Makino，Y. Takei，T. Miyazaki and J. Goto:“Classification 
of Tweets about Reported Events using Neural Networks，” 
W-NUT2018, pp.153-163 （2018） 

（4）  岡本，宮﨑，後藤:“統計的手法に基づいたウェブサービスにおける
bot検出，” 情処全大, 7K-02 （2019）

（5）  牧野，武井，岡本，宮崎，後藤:“ニュース価値のあるTweet抽出に
向けたマルチタスク学習の一検討，”映情学冬大, 12C-3（2018）

（6）  宮崎，牧野，武井，住吉，後藤:“番組制作支援のためのTweet→TV
番組検索システム，” 映情学年次大, 13B-5（2018）

（7）  T. Miyazaki, K. Makino，Y. Takei，H. Okamoto and J. Goto: 
“NHK STRL on the IS track of the TREC 2018，”TREC 2018 
(2018)

4.2　画像解析技術

■映像へのメタデータ自動付与技術
　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、映像へのメタデータ自動付与の研究を進めている。
　番組制作者は人名をキーワードとして映像を検索するケース
が多く、「顔が誰であるか」を特定する顔認識技術は非常に重要
である。顔を認識するためには「顔がどこにあるか」を見つける
顔検出技術が不可欠であり、深層学習技術の導入による高精度
化に取り組んだ。カスケード型の畳み込みニューラルネットワ
ーク（NN）を用いて、計算コストと検出精度の両立が可能な顔
検出手法を開発し、従来手法に対して検出漏れを約40%向上さ
せた（1）。また、この技術を適用した顔認識による編集支援シス
テムを開発し、9月に放送された番組「のぞき見ドキュメント
100カメ」の制作に活用した。さらに、関連部局と連携して、顔
認識による顔の自動ぼかしシステムを開発し、第48回NHK番
組技術展で展示した。
　ニュースの制作現場では、ツイッターなどのSNSへの投稿を
取材活動に利用する動きが高まっている。これを支援するため
に開発中のソーシャルメディア分析システム（4.1節参照）にお
いて、投稿された画像の解析により、ニュース性を有するツイ
ートの抽出および分類精度を向上させる技術の導入を進めた。
ニュース性の無い画像が多岐に渡るツイッターの特異性を考慮
した独自の学習データを構築するととともに、畳み込みNNの
利用により、事故や災害に関する5種類のカテゴリに画像を分
類する手法を開発した（2）。この技術をソーシャルメディア分析

システムに適用し、技研公開2018で展示した。
　これまでに開発した技術を用いたシステムの実用化も進め
た。2017年度にイントラネット上に構築した、物体認識技術
や類似画像検索技術を組み込んだ素材管理システムについて、
CG合成や映像効果などを取り扱う番組制作現場での試用を進
め、得られた知見に基づきシステムを改良した。

■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貴重な映像素材であ
る。それをカラー化して番組で利用するニーズが高まってお
り、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を進めている。
　2017年度に開発した、色の推定・修正・フレーム間伝搬の3
種のNNを用いた自動カラー化システムについて、作業時間の
短縮やフレーム間の色ぶれの抑制を評価した（3）。また、8月に
放送されたNHKスペシャル「ノモンハン 責任なき戦い」や11月
放送の「あの日あのときあの番組」の制作に本システムが活用さ
れ、作業時間が約1/60に短縮される効果が得られた。そして、
本システムを技研公開2018、IBC2018、およびInter BEE 
2018に出展した。
　さらに、関連部局から提案されたHDR（High Dynamic Range）
-SDR（Standard Dynamic Range）変換に本技術を活用すること
とし、制作現場から入手した映像によるNNの学習に着手した。

図4-3　白黒映像自動カラー化技術
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■映像要約技術
　番組制作現場では、ホームページやソーシャルメディアなど
を通して番組のダイジェスト映像を配信するケースが増えてい
る。これら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。
　2017年度に開発した、ツイート解析による視聴者の反響、画
像解析よる登場人物の顔・テロップの大きさ・カメラワーク量
といったさまざまな情報に基づいて番組を要約できるデモシス
テムについて、適用対象となる番組ジャンルを拡充し、技研公
開2018およびInter BEE 2018に出展した。また、制作現場で
の利便性を考慮して、ノートPC程度のハードウェアで動作可能
な映像自動要約ツールを開発し、関連部局にて動作検証を開始
した。さらに、要約品質向上のためにNN技術の導入を進め、人
手で編集した要約映像を学習データとした、独自のネットワー
ク構成による自動要約モデルを構築した。

　映像要約技術の応用として、番組ホームページ素材を自動生
成する技術の開発に着手した。初期検討としてロケ番組のホー
ムページに掲載する経路マップの自動生成に向けて、番組映像
のフレーム画像とWEBの地図サイトで表示される画像を照合
してロケ地を特定する技術の開発を進めた（4）。

〔参考文献〕
（1）  河合，遠藤，藤森，望月：“カスケード型畳み込みネットワークを

用いた顔検出，”映情学年次大， 22B-1（2018）
（2）  藤森，望月，河合，佐野：“SNSにおける画像分類のための学習デ

ータ構成および判定基準の検討，”映情学年次大， 21-B2（2018）
（3）  遠藤，河合，望月：“色合いの一貫性を考慮した白黒映像カラー化

システム，”映情学年次大， 22B-3（2018）
（4）  松井，望月，藤森：“マルチモーダルなコンテンツ解析に基づく撮

影地点の推定，”映情学年次大， 12B-1（2018）

4.3　音声書き起こし技術

　番組を制作する上で、取材映像に含まれる音声の書き起こし
は必要不可欠である。より迅速に正確な番組を視聴者に届ける
ためには、効率良く書き起こしを制作するシステムが必要とさ
れている。2018年度は音声認識を使った書き起こし制作シス
テムの実現に向けた音声認識の高精度化と、取材映像に加えて
ライブ素材の書き起こしも可能な書き起こしインターフェース
の開発に着手した。

■書き起こし支援のための音声認識技術
　字幕制作のために放送番組を音声認識する際には、通常、発
話音声を入力として単語列を推定している。一方、書き起こし
支援が対象としている映像素材に含まれる発話の音声は収録条
件が必ずしも良いとは限らず、くだけた口調も多いため、音声
のみの情報だけでは認識が困難である。そこで放送局で扱う素
材には映像情報が含まれていることに着目し、音声に加えて映
像の情報も活用した認識手法を検討した。画像の物体認識を目
的とした深層学習ニューラルネットワーク（DNN）の中間層の
情報や、DNNにより生成された映像キャプションの情報を、単
語の複数連鎖を表現した言語モデルの学習に活用する手法を新
たに開発し、言語モデルの精度を向上した（1）。
　取材映像の音声は言いよどみや繰り返しが多い上に文構造が
不明確であるため、認識結果をそのまま表示すると可読性に欠
ける。そのため音声認識結果に適切な句読点の挿入や不要語の
削除、種々の書き換えをして可読性を向上させる必要があるが、
ルールベースの自動整形では可読性の向上は難しい。そこで
DNNを応用したEncoder- Decorder型ネットワークを利用して
音声認識結果を修正しながら整形する文整形モデルを構築し
た。放送番組に対してその字幕を正解とした実験により、字幕
との不一致率の改善を確認した（2）。また、字幕との不一致率が
異なる学習データで比較実験をしたところ、文整形に適した学
習データの選別基準が存在することが分かった。
　書き起こしの対象となる素材には電話音声も含まれており、
他の素材と同様に書き起こし支援への要望が高い。しかし、電
話素材の音声は周波数帯域に制限があることから、これまでに

開発した音声認識システムでは認識が困難であった。そのため
所有している学習データの音声を擬似的に電話音声に変換し
て、電話音声用の音響モデルの学習に利用する取り組みにも着
手した。

■書き起こしインターフェースの開発
　音声認識結果を効率良く参照して、必要に応じて認識誤りを
最小限の操作で修正できるインターフェースの開発を継続して
実施している。2017年度は収録済み素材を対象とした修正イ
ンターフェースを開発したが、2018年度は生放送番組や伝送
素材などのライブ素材を対象とした、リアルタイム書き起こし
システムを開発した（3）（4）。
　このシステムでは、ライブ素材の書き起こしを迅速に制作す
るため、リアルタイム音声認識処理やライブ素材の任意箇所を

図4-4　リアルタイム書き起こしシステム
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試写可能にするためのHLS（HTTP Live Streaming）配信技術を
導入している（図4-4）。ライブ素材の書き起こしでは複数人で
の協調した作業が想定されることから、修正箇所や修正文字を
全端末に即時配信する機能も有している。
　本システムの有効性を確認するため、ライブ素材の書き起こ
しを頻繁に実施している報道制作現場に2式を導入し、検証実
験を開始した。

〔参考文献〕
（1）  萩原，伊藤，小早川，三島，佐藤:“映像の音声認識のための画像認

識を用いた言語モデル，”音響学会秋季講演論文集，2-Q-13， pp. 
1071-1074（2018）

（2）  伊藤，萩原，小早川，三島，佐藤:“Encoder-Decoder型ネットワ
ークを用いた文整形モデルの検討，”音響学会秋季講演論文集，
1-R-25， pp. 1021-1022（2018）

（3）  三島，一木，萩原，伊藤，小早川，佐藤：“音声認識によるリアル
タイム書き起こしシステムの開発，”映情学年次大， 21D-4（2018）

（4）  萩原，伊藤，小早川，三島，佐藤:“番組制作支援のための音声認識
を用いた取材映像書き起こしシステム，”情処学SLP研報，
Vol.2018-SLP-124， No.5（2018）

4.4　実空間センシングによる新映像表現手法の研究

　スポーツ中継番組をはじめとしたライブ番組を対象に、より
魅力的で分かりやすい映像コンテンツを効率的に制作するた
め、多視点映像やセンサー情報を利用した新映像表現技術およ
び番組制作技術の高度化に関する研究を進めている。

■可視化技術による新映像表現
　映像解析やセンサー情報を基にした被写体追跡技術や領域抽
出技術による新映像表現技術の研究を進めた。
　被写体追跡技術を応用した新映像表現として、フェンシング
競技における剣先の動きをCGで可視化するシステム「ソードト
レーサー」の研究を進めた。ソードトレーサーは、赤外線カメラ

映像にオブジェクト追跡技術を適用し、反射テープを巻いた2
つの剣先位置をリアルタイム計測（1）する。2018年度は、可視光
カメラ映像の解析により得られる選手の姿勢情報を利用して、
対戦する選手それぞれの2つの剣先を判別させることで追跡処
理を頑健化した。
　ゴルフ競技におけるパットおよびショットの軌跡を可視化す
る技術の研究を進めた。2018年度は、グリーン付近に設置し
たカメラの映像からゴルフボールをリアルタイムに検出・追跡
し、パットの軌跡をCGで可視化するシステムを開発した。ボ
ールの画像特徴をフレーム毎に再学習することで、環境変化に
も頑健に対応可能な追跡処理を実現した。本システムを2018
年10月11日～ 14日に放送した中継番組「第83回 日本オープ
ンゴルフ選手権」で使用した（図4-5）。ショットに関しては、カ
メラの姿勢角を計測するセンサーなどを利用することで、これ
までの固定カメラ映像だけでなくカメラの姿勢が変化するハン
ディカメラ映像への軌跡CGの重畳表示を実現した。
　撮影映像から選手領域を抽出し選手の動きをストロボ写真の
ように表示するマルチモーションについては、2018年度は、解
説時の番組活用を想定し、プログラムの最適化による映像生成
時間の高速化、操作インターフェースの改善を実施した。本シ
ステムは2018年11月4日に放送した中継番組「第60回NHK杯
ジャンプ」の解説シーンにおいて活用（2）された（図4-6）。
　多視点映像と3次元CGを融合した新しい映像表現“Sports 
4D Motion”の開発を進めた。2018年度は、Sports 4D Motion
のオンライン処理システムを開発（3）した。本システムでは4K
の多視点映像に対する射影変換などの画像処理や3次元CG合
成などの高速化を図り、撮影完了から数十秒でSports 4D 
Motionの映像出力を実現した。本システムに関して技研公開
2018で展示するとともに実証実験による性能評価を行い、そ
の有効性を確認した。

■ライブ番組制作技術の高度化
　映像やセンサーを利用して得られる被写体のさまざまな情報
を利用し、ライブ番組制作における新映像表現や効率化を実現
する「メタスタジオ基盤技術」の研究に着手した。
　自動番組制作技術の研究では、2018年度は、状況に応じた
自動撮影を行うAIロボットカメラの開発を開始し、サッカー競
技を対象とする状況理解技術として、被写体のオブジェクト化
および選手・ボールの位置・速度、顔向き、シャツ色種別など
の映像特徴の一括抽出を実現するソフトウェアを試作した。顔

図4-5　第83回 日本オープンゴルフ選手権でのパット軌跡
表示

図4-6　第60回 ＮＨＫ杯ジャンプでのマルチモーション表示
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向き推定は2017年度までに開発した手法に深層畳み込みニュ
ーラルネットワークによる識別器を導入し、精度向上とオンラ
イン処理向けの高速化を実現した。また、中継制作のベテラン
カメラマンより撮影ノウハウを聞き取り、ルールベースのカメ
ラワーク生成アルゴリズムを開発した。さらに、8K映像からの
切り出しによるロボットカメラシミュレーターとともに自動カ
メラワークの動作検証を進めた。
　スタジオにおいて出演者とCGキャラクターの自然な共演を
実現するスタジオロボットの研究を進めた。2018年度は、映
像上のロボット位置にCGを重畳した際に、CGよりロボットが
大きくて全体が隠れない場合に不要部分を見えなくするリアル
タイム不要被写体消去技術を開発した。不要被写体の消去に
は、不要被写体背後の構造や表面模様などの背景情報と撮影カ
メラの位置・姿勢情報が必要である。本手法では、背景情報を
CGのオブジェクトとして予め計測しCG描画装置内に用意して
おく。撮影時は撮影カメラと同じ位置・姿勢条件でオブジェク
トをCG描画することにより、不要被写体が存在しない背景映像
を生成する。ロボット位置情報を利用して実写映像の不要被写
体が映っている領域をCG描画した背景映像で差し替えること

で、リアルタイムに不要被写体のみを消去することができる。
　ハンディカメラやクレーンカメラなど多様な撮影機材に対応
可能な、汎用型のカメラ姿勢センサーの開発を進めた。2018年
度はカメラの姿勢角を慣性センサー（MEMS）とFOG（光ファイ
バージャイロ）で計測し、水平位置をレーザーセンサー、高さを
RGB-Dセンサーで計測するシステムを試作し、検証実験を行っ
た。これらのカメラ装着型のセンサーで、CG合成に必要なリア
ルタイムデータを安定に計測できることを確認した。
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4.5　AI技術活用推進の取り組み

■AI技術活用推進の取り組み
　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研究
開発の実用化を加速する拠点として、2016年度に、技研内に

「スマートプロダクションラボ」を設置し、国内外のイベントを
通した情報発信を積極的に推進してきた。
　2018年度は地域局を含む全国のNHK放送局からのAI関連技
術の活用依頼に迅速に対応するために、ラボの開発体制を強化
し、音声認識技術による自動書き起こしシステムや地域放送局
生字幕トライアル、音声合成技術によるAIアナウンサーなどの
実用化に向けた開発を支援した。
　さらに、AI技術の広範な実用化を促進するために、さまざま
な番組制作関連部局の参画によるスマートプロダクションプロ
ジェクトを発足させた。また、番組制作現場でのAI活用ニーズ
と技研が開発する技術とのマッチングを目的として、当プロジ

ェクトの主催によるイベントを2月に開催し、新たな実用化案
件の発掘などの有用な成果を得た（図4-7）。

図4-7　スマートプロダクションプロジェクト主催イベント
の様子


