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5　スマートプロダクション-ユニバーサルサービス
5.1　自動字幕生成技術

　字幕放送サービスは、聴覚障害者や高齢者にテレビ番組の音
声を文字で伝えるという役割に加えて、一般の視聴者に対して
も、騒音のある環境や公共の場など音声を再生できない環境で
番組を視聴する際にも活用されている。また、視聴者からは生
放送番組や地域放送局発の番組を含め、さらに多くの番組への
字幕付与が求められている。字幕をリアルタイムに制作するた
めに、音声認識技術を活用しているが、多くの地域放送局では、
音声認識誤りを修正する人手や設備、体制の整備に時間を要す
る課題がある。そこで、字幕サービスの拡充に向けて、認識誤
りの修正が施されない音声認識結果が、視聴者の番組理解をど
の程度支援できるかを評価する目的で、認識した結果をそのま
まインターネット配信するサービスの試行に着手した。

■ ネット配信のための音声認識技術
　認識結果をそのままインターネット配信するサービスでは、
より高い認識精度が求められる。このため、番組音声よりも認
識の難易度が高い、取材音声の書き起こし用に開発した音声認
識技術を適用した（1）。この技術では、ネットワークを介してス
トリーミングされる音声入力に対し、文末を待たずに高精度な
認識結果が逐次得られる。この音声認識を用いて、地域放送局
発の報道番組の認識精度を確認したところ、ニュース項目や中
継・情報項目では90-97%程度の認識精度が得られることが分
かった。
　一方、地域在住の方を対象としたインタビュー部分では、発
声が不明瞭だったり、地域特有のアクセントや標準語と異なる
言い回しがあったりするため、認識精度が著しく低下した。こ
のような部分での認識結果は、認識を誤った単語により番組の
内容理解が困難になる。また、報道番組のインタビューの多く
では、オープンキャプションが付与されているため、字幕によ
る補足が不要である場合が多い。そこで、認識精度低下が予測
される場合には音声認識を停止し、「。。。」を字幕として表示する
など、字幕提示の方法を工夫した。
　また、地域放送局発の番組で扱われる人名の表記は、音声認
識の学習データとなっている東京発の番組で扱われる人名と同

じとは限らず、正しい漢字を特定できない場合がある。そこで、
人名はカタカナで表示することとした。
　NHKでは平日毎夕６時10分からの放送枠で、各地域放送局
がそれぞれの地域番組を放送している。この試行サービスを全
国展開するためには、地域放送局の数だけ音声認識設備が必要
になり、整備・維持に大規模な設備投資と運用コストが必要に
なる。そこで、音声認識と配信設備をクラウド上に集約して効
率的にシステムを構築した（図5-1）。2019年2月から、この試
行サービスを静岡・熊本・福島の3つの放送局で開始した。

〔参考文献〕
（1）	 	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）

5.2　音声ガイドの研究

　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。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」と、アナウンサ
ー実況の代わりとしてネットサービス等に展開する「ロボット
実況」、およびこれらのベースとなる音声合成技術の研究を進
めた。

■ 自動解説放送
　人手で制作されている解説放送と同様に、自動解説放送も放
送音声とできるだけ重ならないことが望ましい。そこで、発話
の音響的な特徴の変化傾向から、解説の好ましい挿入タイミン
グを自動推定する手法の検討を行った。リアルタイムで動作す
るプロトタイプを試作し、技研公開2018で展示した。本手法
で推定したタイミングと、目視で確認した挿入可能なタイミン
グとを比較した結果、一定の有効性が示された（1）（2）。また、視

図5-1　システムの概要
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覚障害者を対象に、発話の重なりが避けられない状況下での好
ましい聴取条件について評価実験を行った結果、重なっても影
響が少ない条件や、逆に、絶対に回避すべき条件などが確認さ
れ、システム設計への指針を得た。
　また、聞き取りやすい解説音声の音響的特徴の検討や、スポ
ーツ以外の番組へ展開について、視覚障害者および放送現場と
連携してサービス実施の可能性を検討した。

■ ロボット実況
　ロボット実況とは、国際的なスポーツ大会などで提供される
リアルタイム競技関連データから、競技の状況を説明する実況
原稿を自動で生成し、合成音声により発話させる技術である（3）。
2018年に開催されたスポーツ大会では、一部競技でインター
ネット配信によるロボット実況サービスを実施したが、2020
年の大会に向けて発話の内容をさらに充実させ、かつ、より多
くの競技に付与できるよう、発話アルゴリズムの改良および必
要なデータを取得する方法の検討を進めた。

■ 音声合成技術
　2017年度に開発したDNN（Deep	Neural	Network）音声合成
技術を、“ニュースチェック11”のCGレポーター「ヨミ子」の声
として実用化した。番組演出のニーズに応じて、多様な発話表
現に対応可能なデータの整備や操作プログラムの改修を行い、

イントネーションやポーズの改善、会話口調の実現など、番組
活用を通した発話スキルの向上に取り組んだ。この技術はイン
ターネット上のニュース読み上げサービスにも活用されてい
る。並行して、合成音の更なる品質向上と、コストと時間を要
している発話モデルの学習データ整備の効率化につながる、新
たな音声合成技術の開発に着手した（4）（5）。
　また、地域放送局のラジオ気象情報の一部を音声合成で提供
するトライアルに向けて、アナウンサー品質の発話を実現する
DNN音声合成技術を開発した。発話を気象予報番組の内容に
限定することで高品質化を実現した。2019年3月に甲府放送局
のラジオ県域放送でのテスト放送を開始した。
　その他、既開発の話速変換技術を利用し、ヨミ子のネットコ
ンテンツ展開を支援した。早口言葉を流暢に読み上げる演出
や、ニュース解説の動画の音声に話速の緩急を付与しつつ所定
時間に縮める機能の追加を行った。また、既開発の音声処理技
術を応用し、昨年度に続きＥテレ「テレビで中国語」で、中国語
学習アプリ「声調確認くん」や「そり舌確認くん」の運用支援を継
続した。

〔参考文献〕
（1）	 	M.	 Ichiki,	T.	Shimizu,	A.	 Imai,	T.	Takagi,	M.	 Iwabuchi,	K.	

Kurihara,	T.	Miyazaki,	T.	Kumano,	H.	Kaneko,	S.	Sato,	N.	
Seiyama,	Y.	Yamanouchi	and	H.	Sumiyoshi:“A	Study	of	
Overlap	between	Live	Television	Commentary	and	Automated	
Audio	Descriptions,”	Miesenberger,	K.	et	al.	eds.,	Springer,	
2018,	pp.220-224	(2018)

（2）	 	一木，熊野，今井，都木:“生放送番組向けの自動解説音声の挿入タ
イミング決定法	-スポーツ中継における実況音声の発話末予測-,”
信学技報,	Vol.118,	No.270,	WIT2018-29,	pp.45-50	(2018)

（3）	 	K.	Kurihara,	A.	Imai,	N.	Seiyama,	T.	Shimizu,	S.	Sato,	I.	Yamada,	
T.	Kumano,	R.	Tako,	T.	Miyazaki,	M.	Ichiki,	T.	Takagi	and	H.	
Sumiyoshi:“Automatic	Generation	of	Audio	Descriptions	for	
Sports	Programs,”	SMPTE	Motion	Imaging	Journal（2019）

（4）	 	栗原，清山，熊野，今井:“読み仮名と韻律記号を入力とする日本語
End-to-End	音声合成方式の検討,”	音響学会秋季講演論文集，	
1-4-1（2018）

（5）	 	栗原，清山，熊野，今井:“日本語end-to-end音声合成における発
話スタイル制御に関する検討,”	映情学年次大,	12C-1（2018）

5.3　機械翻訳技術

　外国人に対する迅速な情報提供を効率的に実施するため、ニ
ュースや放送番組、新聞記事のテキストを対象とした機械翻訳
の研究と、ニュース内容の理解促進を補助する読解支援情報付
きニュースの研究を進めている。

■ ニュース・番組コンテンツの機械翻訳
　放送局では、外国人に対する情報提供のために日本語コンテ
ンツを翻訳して外国語コンテンツを制作している。この外国
語コンテンツ制作を迅速かつ効率的に実施するため、機械翻
訳の研究を進めている（1）。近年の機械翻訳技術では、日本語と
英語の対訳データを大量に収集し、ニューラルネットワーク
で翻訳モデルを学習する手法が主流となっている。2018年度

は放送局用の対訳データ整備を進め、日本語ニュース原稿を
人手によって翻訳することにより、品質の高い日英ニュース
対訳データを50万文対作成した。また、このデータを利用し
た日英ニュース翻訳システムを試作した。さらに、日英翻訳結
果に対して日英の単語対応付けと、英単語に対する翻訳信頼
度の付与を実施し、機械翻訳結果を人手で修正しやすいイン
ターフェースを構築した。この研究は国立研究開発法人情報
通信研究機構と共同で実施した。
　このほか、NHKワールドのビデオオンデマンド（VOD）サー
ビス向け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進めている。2018年度は、英語-スペ
イン語の対訳データとしてVOD番組の字幕データを4万文対、
ラジオ日本の台本から1万文対を新たに整備した。

図5-2　自動解説放送・ロボット実況の仕組み



5　スマートプロダクション -ユニバーサルサービス

34　│　NHK技研 研究年報 2018

■ 新聞記事の機械翻訳
　ビジネスシーンにおける外国人と日本人のコミュニケーショ
ンを円滑化することを目的として、会議や社交における対話・
雑談、および新聞記事に対応した機械翻訳技術の研究を、外部
の5機関と連携して進めている。NHKでは新聞記事翻訳技術を
担当し、2018年度は時事通信社の日本語記事と英語記事を自動
対応付けした対訳データによる日英機械翻訳実験を実施した。
この実験により、客観評価、主観評価ともに既存の翻訳システ
ムと比べて良い評価結果が得られた。さらに、新語への対応、
訳抜け、誤訳、重複訳、文脈による補完・用語統一など、今後
取り組むべき研究課題を整理した。この研究は国立研究開発法
人情報通信研究機構の委託研究「多言語音声翻訳高度化のため
のディープラーニング技術の研究開発」を受託して実施した。

■ 読解支援情報付きニュース
　2018年度は、64記事の読解支援情報付きニュースを実験用
として制作し、日本に住む外国人に対する読解支援情報付きニ
ュースの効果を調査した。この結果、読解支援情報によりニュ
ースの理解が向上することが分かった。この研究は、宇都宮大
学と協力して実施した。

〔参考文献〕
（1）	 	後藤，田中：	“ニューラル機械翻訳での訳抜けした内容の検出,”	自

然言語処理，Vol.25，No.5，pp.577-597（2018）
（2）	 	後藤，美野，熊野，田中：	“読解支援情報付ニュースの提案，”映情

学誌,	72巻8号,	p.	J113-J115（2018）

5.4　情報提示技術

　聴覚や視覚に障害のある人も含むあらゆる視聴者に情報を分
かりやすく伝えるため、スポーツ情報から手話CGを生成する
技術や、競技の進行と動きの情報を触覚へ伝える技術の研究を
進めるとともに、嗅覚への情報提示の研究に着手した。

■ スポーツ情報の手話CG生成技術の研究
　手話を母語とする方への放送サービス拡充のため、スポーツ
競技に関する情報を対象として、CGによる手話アニメーショ
ンを生成する技術の研究を進めている。
　試合中に配信される競技データと事前に用意したテンプレー
トを組み合わせて、手話CGと日本語字幕を自動生成し、試合
進行に合わせてWebブラウザ上で提示するシステムを開発し
た。アイスホッケーとカーリングの試合を対象として実施した
リアルタイム自動生成・提示実験の結果を、技研公開2018に
て展示した。生成したコンテンツを用いた評価実験により、サ
ービス実施に向けて提示すべき情報や画面上のレイアウトに関
する指針を得た（図5-3）（1）。
　スポーツニュースに関する日本語文の手話CG機械翻訳の研
究では、構文構造が複雑な文章に対応するため、日本語の構文

構造を手話の構文構造に変換して語順を並べ替える構文トラン
スファー方式による自動翻訳システムを試作した。構文構造の
変換には、日本語の構文解析結果と、2017年に開発した手話
構文解析結果から機械学習したデータを用いる。また、翻訳結
果の誤りを手話単語の並べ替えや置換により手作業で修正でき
る手話CG制作支援システムの開発も進めた。このシステムで
出力した手話CGアニメーションを用いた評価実験において、
効率的な修正のため、置換する単語・句を適切に提示する機能
が必要であることを確認した（2）。文脈や単語の印象により適切
な表情を付加する機能の開発と、実際の運用を想定した制作支
援システムの評価実験に関する検討を開始した。
　さらに、機械翻訳の精度向上に必要な対訳コーパスの拡充を
目指し、画像認識により手話動画をテキストに変換する技術の
研究開発に着手した。深層学習を用いた手話認識の先行研究の
検証を進め、日本手話の学習データを用いた評価実験を実施し
た。深層学習の有効性を確認するとともに、日本手話の認識率
向上に必要な学習データに関する知見を得た。
　技研では、2017年2月から関東地方の気象情報の手話CGを
NHKオンラインで公開し、わかりやすさを評価していただく試
みを進めている。現在の関東1都6県の都県庁所在地から、全国
47の都道府県庁所在地の定時予報に拡充するため、気象手話
CG生成システムの試作と動作検証を進めた。これらの研究の
一部は、工学院大学と共同で進めた。

■ 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に伝える技術の研究を
進めている。音声情報による伝達が難しい、動きの速いスポー
ツコンテンツにおける選手やボールの移動方向、ボールが床や
壁、ラケットなどに衝突したタイミング、などを伝えることを
主な目的としている。そこで動きやタイミングを触覚提示する
ために、振動・摺動・加速度の3種類に分類した刺激を利用す
ることとした。2017年度は、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、動きやタイミングの伝達
が可能であることを示した。2018年度は、仮想のスポーツコ
ンテンツの映像・音声に、触覚への刺激を人工的に付加して、図5-3　スポーツ手話CGサービス画面レイアウト例
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試合の流れや得点の入ったチームを把握できるかを実験的に検
証した。視覚障害者を対象とした実験の結果から、映像情報が
無くても試合状況を把握できることが分かった。テニスにおけ
るボールの往来を、皮膚への圧刺激を直線運動させる摺動で提
示した実験では、ボールの移動方向を伝えられる一方で、移動
の速さの変化は伝わりにくいなど、知覚・認知特性も明らかに
なってきた。
　昨年度開発したキューブ型の振動デバイスを、手で保持し続
ける必要がないように4つの振動子で手腕部を刺激するリスト
バンド型ハプティックデバイスを開発した（図5-4）（3）。このデ
バイスを使ってバレーボールにおける選手のサーブ・レシーブ・
トス・アタックなどのアクションや、ボールのラインイン・ア
ウトを振動で表現し、視覚障害者、聴覚障害者それぞれによる
評価実験で一定の情報が伝えられることが分かった。
　大きな加速度を持つ振動によって衝撃を擬似的に伝える実験
では、手掌部に振動を提示するボール型ハプティックデバイス
を開発し（図5-5）、提示する振幅の大きさと音声情報の音量・種
別などを可変させて組み合わせることで、視覚情報無しに試合
の進行状況も把握できる可能性が見いだせた（4）。今後、AR/VR
技術と組み合わせたより豊かなコンテンツ表現や、競技のイベ
ント情報からのリアルタイム提示を目指して、研究を進めてい

く。この研究の一部は東京大学、新潟大学と共同で実施した。
　言葉では説明が難しい図やグラフなどの2次元情報を視覚障
害者に効果的に伝える技術の研究では、上下するピンアレーに
よる凹凸や振動によって提示する触覚ディスプレーと指先を力
覚ロボットアームにより誘導して重要なポイントを伝える方式
とを融合させた触覚/力覚誘導提示システムの開発を進めてい
る（5）。2018年度は、視覚障害者の文字学習や盲ろう者のコミ
ュニケーション支援にも利用できるよう、システムの多目的化
を目指した開発を行った。通常、点字を未習得の視覚障害者や
盲ろう者に文字を伝える場合、介助者が盲ろう者の手のひらの
上に指で文字をなぞって伝えることが多い。ユーザーの指を文
字の書き順で誘導提示する方式を開発し、評価実験によって手
のひら書きよりも文字の認識率が高いことが確認できた。これ
によって、本システムが学習ツールだけではなく、盲ろう者の
コミュニケーション支援にも有効である見通しを得た。この研
究の一部は、筑波技術大学と共同で実施した。

■ 嗅覚情報提示手法の検討
　より豊かな視聴体験の提供を目指し、嗅覚情報提示手法に関
する研究に着手した。嗅覚情報提示技術に関する先行研究や最
新動向を調査するとともに、嗅覚情報の付与が有効である放送
コンテンツに関して検討した。また、映像との同時提示による
効果的な嗅覚情報提示手法に関する検討にも着手した。
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図5-4　リストバンド型ハプティックデバイスの概観

図5-5　ボール型ハプティックデバイスの内部構造
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