
画像1　『サイエンスZERO　防災から医療まで活用!
8Kスーパーハイビジョン』（2017年4月放送）より
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がいるのかがわかり，より効率的な救助ができ
る」という評価を受けた（画像1）2）。

しかし，8K映像はデータ量が大きく伝送は
容易ではない 3）。伝送のために圧縮すれば解
像度は下がる。また，ヘリコプターのモニター
では，小さな被写体（本稿では10×10画素程
度を想定）が，確認できない可能性がある。

そこでAIで，広範囲に捉えた空撮映像か
ら，人や災害現場といった特定の被写体を瞬
時に検出できないかと考えた。手始めに市販
のデジタルカメラでも使われる顔認識技術を使

 1. 8K 防災・報道の有効性と課題
8Kによる空撮は，全体を俯瞰しながら，細

部までわかるので，人命救助や災害分析，防
災・減災報道に有効である。筆者らが2016年
に行った熊本地震被災地の8K空撮映像の解
析では，上空400mから5㎝の断層のずれや地
上を舞う蝶，人の手の動きなどが確認できた。
このときの解像度は，国土地理院が災害時に
撮影する空中写真の40倍であった。この俯瞰
映像には，対象物の高さのデータも記録されて
おり，画像から高精度の3Dモデルの制作が可
能で，「アーカイブ」データとしても防災に活用
できることもわかった 1）。

同映像を85型の8Kモニターに映し，災害時
に救助活動にあたる東京消防庁航空隊員に見
てもらうと，「瓦礫に埋まっていても，体の一部
が出ていればわかる。これまで助けられなかっ
た人を（8K）映像によって助けられる可能性を
非常に強く感じた。指令本部に送って大きな画
面で見れば，広い範囲の中のどこに要救助者
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画像2　検証にはNHK熊本の8K空撮映像を使用
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い，8K映像からどの程度小さな被写体が検出
できるかについて，技研の河合吉彦上級研究員

（現副部長）と検証を行った。

 2. 8K×AI ～画像認識による顔検出の試み
1）検証方法

AIは膨大な画像データを学習させることで，
特定の画像が検出できるようになる。そのため，
製造工程やセキュリティー，インフラ，医療な
どさまざまな分野で利用されている 4）。SNSに
投稿された画像から「火災」「事故」などを判定
するAIもある。このうち，個人認証の基本と
なる人の「顔」を検出するAIについては，世界
的なベンチマーク（性能評価）があり，小さな
モニターでは見落とす可能性がある10×10画
素程度の顔を検出できるAIも公開され始めた。

こうしたAIで，3,300万（7,680×4,320）画
素ある8K画像から10×10画素程度の顔を検
出できるのだろうか。今回は，2017年に世界
トップの検出率になった米・カーネギーメロン
大学（CMU）が開発したAI 5）と，2018年に技
研が開発したAI 6）の2つで検証を試みた。

CMUのAIは，ウェブベースの静止画を対象
に，「小さい顔」（Tiny Face）の検出に特化し
て開発された。技研による一般のテレビ映像
を対象にした性能テストで，検出できた顔の最
小画素数は11×12，検出率は93.4％であった。

一方，技研のAIは，放送番組から出演者な
どの顔を検出する目的で，プログラムを工夫し，
計算速度をCMUのAIの58倍に高めた。1秒
間に15 枚の2K動画（15fps）をリアルタイムで
処理することができる。性能テストで検出でき
た最小画素数は8×8，検出率は91.0％であっ
た。目標より小さな画素数の被写体が検出で
きるうえ，2Kの16倍のデータ量がある8K画

像を1秒強で処理できる可能性がある。
検証には，NHK熊本局制作の8K番組『熊

本地震 痕跡を未来へ』7）で使用したドローンに
よる約60 分間の8K空撮映像（画像2）を，静
止画に切り出して用いた。

検出対象は，大・小2 種類の大きさの取材
スタッフの顔（複数）とした。画像3には目視
でわかる大きさの顔（約65×85画素）が，画像

4には，70型以上の8Kモニターでやっとわか
る大きさの顔（約5×5画素）が映っている。

2）検証結果と分析〜学習データの重要性

CMUのAIでは，人の目でわかる大きさの顔
が検出できた。画像3では6人のうち5人の顔
が確認できるが，AIはこのうち4人の顔を検出
した。手で庇

ひさし

を作ったために隠れた人の顔は
認識しなかった（拡大画像右）。検出した顔の
画素数は約65×85（5,525）で，腕で隠れた顔
の領域は，約25×35（875）だった。ほかの画
像では，岩肌を顔と誤って検出することもあり，
8K画像1枚を処理するために約10秒かかった。

技研のAIは，テレビ映像（2K）を対象にし



画像3
AIが顔を検出した8K画像

全体画像では6人中5人の顔
が目視できる。拡大画像の
□はAIが検出した顔を示し，
手で庇を作ったために隠れた
人の顔は検出できなかった。
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たテストでは，最小画素数，検出率とも高い
性能を示したが，8K画像では目視でわかる顔

（約65×85画素）も検出できなかった。これ
は，テストした8K画像が鮮明でなかったこと，
処理を高速化するために工程を効率化したこ
と，そして，学習データによる影響が大きいと
河合研究員は見ている。

技研のAIは，放送番組の顔画像を学習デー
タに用いており，それらは肉眼で見てわかる大
きさで，照明やバランスが整ったものが多かっ
た。2Kより情報量が多く，被写体が見えにく

い8K空撮画像から顔を検出するためには，検
出対象に合わせた画像を学習データとする必
要があることが確認できた。

今回の検証から，当初の目標とした10×10
画素ほどの小さな被写体を8K画像から1秒強
で検出することはできなかったが，現在のAI
技術でも65×85（5,525）画素程度の被写体で
あれば，8K画像から検出できることが確認で
きた。さらに学習データを最適化すれば，8K
映像から人などの小さな被写体を精度よく検出
できるようになると考えられる。

画像4
拡大画像の□はスタッフの顔

（□は約10×10画素，顔自体は約5×5画素）



画像5　8Kカメラによるトンネル壁面亀裂の検査
（首都高技術提供）
道路管理車と搭載された8Kカメラ。検出した壁面の亀裂
の幅は0.15 ㎜
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 3. 社会における 8K× AI × 5G の動向
高精細な4K・8Kは，多くの情報を持つ一

方，データが大きくなり，扱いにくいことが課
題であった。しかし，2018年12月にBS4K・8K
放送が始まると，インフラやセキュリティーな
どの分野で4K・8KとAI，5G（2020年にサー
ビスが始まる次世代移動通信規格）を合わせ
て活用する動きが顕在化するようになった。

このうち，首都高技術，朝日航洋，アストロ
デザインの3社は，2018年12月，首都高のト
ンネルで，8Kカメラを搭載した車両を制限速度

（時速60㎞）で走らせて撮影した壁面の映像
から，幅0.15㎜の亀裂を検出することに成功し
たと発表した（画像5）。8Kを使えば，車線規
制をせずに効率的な検査ができる。インフラの
老朽化と技術者不足が進む中，8K映像を5G

でセンターに転送し，AIで亀裂を検出するシス
テムを構築できないか，検討を進めている。

シャープは，事 業ビジョンに「8K＋5Gと
AIoTで世界を変える」を掲げ，2019年1月，
米国見本市（CES）で，救急車で搬送する患者
の様子を8Kで撮影し，5Gで病院に中継する
構想を示した。またセキュリティー，インフラ，
医療など幅広い分野でさまざまな企業と8Kビ
ジネスを開拓するとして，同年6月，東京に「8K 
Labクリエイティブスタジオ」を開設した。

日本航空はKDDI 総研，KDDIと共同で
2019年3月，巨大な機体を各方向から8Kで撮
影し，5Gで伝送した映像と機体の3Dモデルを
合成して，360度自由な視点から目視点検する
実証実験を公開した。

一方，4Kでは，ソニーが2019年3月に，空
港の全景を4K撮影し，離着陸する航空機（約
10×10画素）をAIで自動検出・追尾するシ
ステムを公開した。1秒間に30枚の4K動画

（30fps）をクラウドでリアルタイム処理し，火
災などのアクシデントも検知できるという。同
年5月には，ネットにつながず，その場（エッジ）
で4K映像から，自動的に人物を検出したりク
ローズアップしたりするこぶし大の映像制作用
AIボックスを発売した。要望があれば8Kへの
対応も検討したいという。

こうした民間企業の動向から，8K映像を5G
で伝送したり，AIで被写体をリアルタイムで検
出したりする技術の実現性は高まっているとい
える。企業が取り組む背景には，効率化によ
るコスト削減，技術的な精度向上，技術者不
足への対応などがあり，こうしたニーズのある
クライアントや特定の受益者が存在する。一
方，防災は，自治体など社会で担う性格が強
く，特定のクライアントが存在しない。いわば
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究極の公共分野である。防災・減災や報道の
向上に向けて，もともと放送での利用を目的に
8K開発を手がけてきたNHKは，今後，公共
メディアとして，8K×AIなどの新たな技術開
発にどう関わるのかが問われている。

 4. 災害空撮の共有による
     　　 放送文化的課題への対応と展望

1）8K空撮アーカイブを学習データに

2章で，AI開発には，対象物に適した「学
習データ」が重要であることを述べた。8K防
災報道の実現に向けて，どのようなものが適し
ているのだろうか。

NHKは2015年から3年間，8Kカメラをヘリ
コプターに搭載し，南海トラフ巨大地震で津波
被害が想定される鹿児島から青森までの太平
洋沿岸や活火山などを撮影した。災害の前後
を8K映像で比較する目的で，飛行コースや高
度も電子地図上に記録し，アーカイブしている。
海岸や河川の様子，地形，住宅やビル，避
難所などの施設に加え，人の姿も捉えており，
8K空撮映像から人や物体を検出するAIの開
発に適した「学習データ」といえる。

2）災害映像の共有と防災報道の効果

広域複合災害となった東日本大震災では，
取材の集中と偏在がメディアの課題とされた。

「取材ヘリコプターの騒音が，救出や避難生活
の妨げになった」「報道された地域とされなかっ
た地域で支援や復興に差が生じた」といった
批判も聞かれた。

災害の全体像がわからない場合に，取材の
集中や偏在が起こりやすいとされる。災害を
俯瞰し，命の現場がどこにあるのかを捉えるた
めに8K空撮を生かしたい。8Kは2Kの16倍

の解像度を持つため，撮影高度を4倍高くして
も，2Kと同等の解像度が得られる。このため
ヘリコプターの騒音を減らせる可能性もある。
発災後は，定期的に被災地を8K空撮で記録
し，車中泊などの避難や支援の様子から復旧
や復興に至るまで，援助活動に偏在が生じて
いないかを検証する。その際，現象の変化を
AIで捉えることもできるだろう。

災害の全体像をいち早く把握するために，放
送各社が連携し，空撮映像を共有する取り組
みが2019年6月，中部地方で始まった。名古
屋市に本社を置く民放4 社（CBCテレビ，東海
テレビ，名古屋テレビ，中京テレビ）は，南海
トラフ巨大地震などで大津波警報が出た場合，
被害が予想される愛知と三重の沿岸を4 社で分
担して空撮し，中継映像を共有する「名古屋モ
デル」の運用を始めた。初動24時間以内の映
像は，アナウンサーや記者のコメントも含めて，
各系列局での2次利用も可能にした。この取り
組みは，2001年からメディアと行政，大学で，
定期的に地震防災の勉強会（NSL）を開き，地
域防災力の向上を検討してきた成果で，実現の
背景には，いざというときに住民の命を守る報
道ができなければ，地域メディアは地域から見
放されるという危機感があるという8）。CBCテ
レビの松波啓三報道・情報制作局長は，筆者
の取材に「1社でカバーできる範囲は限られて
いる。津波を広範囲できめ細かく捉え，リアリ
ティーのある映像で住民に避難を呼びかけるこ
とで，少しでも被害を軽減できればと4 社で決
断した」と述べている。

省庁や自治体による災害の中継映像が，メ
ディアに提供されることが増えている。背景に
は，災害の激化と頻発化，スマホの普及など
が考えられる。豪雨や噴火では，メディアの機
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材では現場に近づけないこともある。2017年
の九州北部豪雨では，自衛隊が空撮した早朝
の被災地の中継映像を，NHKが「NHKニュー
ス・防災」アプリでそのまま配信した。同アプ
リでは，2019年6月から国土交通省の河川カメ
ラの画像も見られるようになった。リアリティー
のある映像で災害の切迫性や危険性を伝え，
避難を促したり，命を守る行動をとってもらっ
たりする取り組みである。

こうした中で，1人ひとりの動きが詳細に確
認できる8K 空撮映像を，災害対応や報道に
どう位置づけ，活用するのか，そして誰が担
い手 9）となるのかを検討していく必要がある。

 5. まとめ
8Kの報道利用に向けて，広範囲に捉えた空

撮画像から，どの程度小さな被写体をAIで検
出できるかを検証した。現在のAIでも3,300
万画素から約65×85画素の被写体を検出で
き，学習データを精査すれば，より小さな被写
体も検出できる可能性があることがわかった。
セキュリティーや保守分野では，8K×AI×5G
の動きが加速している。一方，防災や報道分
野では，開発コストの問題もあり動きが鈍い。
しかし，災害は待ってくれない。8K災害映像
を防災機関やメディアなどで共有したり，開発
したりする「8K防災コンソーシアム」といった
取り組みも必要であろう。名古屋の民放の協働
は，地域メディアとして，1社だけでは住民の
命を守れないという危機感に基づいている。

8K放送が始まった今，「命と暮らしを守る」
ために，8Kをどう活用していくのか，公共メ
ディアは，何を担うのか，社会とともに考えて
いく必要があるのではないだろうか。

（やまぐち まさる）
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