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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。
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　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。

表１　制作した番組のキューシート

※画面などは評価レビュー時のもの
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● 株式会社インテックシステム研究所  ICT研究部
● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図３  ネットワーク利用による番組制作

図５  番組動画自動生成処理フロー

図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。
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● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作

講義資料 講義資料 講師

テロップのインサート

講義資料

学習会場 生涯学習施設

映像素材、講義資料など

ＩＰネットワークＩＰネットワーク

映像など登録
番組映像
または素材

番組制作
支援システム
（映像SaaS）

変換・伝送 ＣＡＴＶ局

利用者PC

変換WS

TCP/9999

Django

ファイル共有

Webインタフェース画面（登録）

HD映像
ファイル

制作支援
ソフト

remote-launcherWebサーバ

入力動画基本情報計測

空間情報計測

時間変化情報計測

シーンカット点検出

レイアウト情報作成

テロップ画像情報生成

チャプタ動画生成

チャプタ動画自動生成処理フロー

タイムライン生成

トランジション情報作成

番組動画生成

番組動画自動生成処理フロー

副動画あり
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。
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　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。

表１　制作した番組のキューシート
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　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図３  ネットワーク利用による番組制作

図５  番組動画自動生成処理フロー

図４  ネットワーク映像制作の仕組み

タイムコード　　　　　　　　　　イメージ　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　 システム処理など

00:00
オープニング

01:05
市民塾紹介

03:48
特別講座開始

04:10
特別講座本編

22:25
特別講座終了

22:30
講座紹介開始

22:50
講座紹介本編

25:10
エンディング

25:30
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（時間調整）
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本編１（特別講座）の開始前の
フリップ映像

本編１（特別講座）

 　 
資料映像の解析によるレイアウト変更を実施

本編１（特別講座）の終了の
フリップ映像

本編２（講座紹介）の開始前の
フリップ映像

本編２（講座紹介）
 　 

資料映像の解析によるレイアウト変更を実施

番組の終了・クレジットを示す
フリップ映像

時間調整を兼ねた
スライド映像＋音楽

終わりにナレーション
を挿入

中ほどにナレーション
を挿入

中ほどにナレーション
を挿入

開始と終わりにナレー
ションを挿入

３０分にあわせて
フェードし、中断

3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ
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地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の
制作支援実験

Experiment that Supports Producing CATV Program for Lifelong Learning
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。

表１　制作した番組のキューシート

※画面などは評価レビュー時のもの
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● 株式会社インテックシステム研究所  ICT研究部
● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図３  ネットワーク利用による番組制作

図５  番組動画自動生成処理フロー

図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ

Yes No
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組
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　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。

タイトル 講師アップ 講師と資料映像 資料映像のアップ

Yes No
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1.  はじめに

概要
　地上デジタル放送への移行に伴うハイビジョンなど映像メディアの高画質化は、地域のケーブルテレビ局による

自主コミュニティ放送の地域情報発信インフラとしての重要性の高まりの契機となると共に、ハイビジョン機器など

への新たな投資負担や、高画質な制作コンテンツ不足という新たな課題を生んでいる。一方で、インターネット市民

塾などの地域コミュニティは、地域住民による自発的な生涯学習活動の活性化を背景に、一定の社会的な認知を

獲得し地域を支える人材育成と地域住民の交流の担い手として不可欠な存在に成長しつつある。この両者を結

びつけ、お互いが保有する地域コンテンツを循環（共用・活用）させれば、地域コミュニティの形成を活性化するこ

とが可能である。

　このような観点から平成20年度に富山インターネット市民塾を中心とした産学官連携による実証実験事業とし

て、地域コミュニティ放送向け生涯学習番組の制作支援システムを構築・検証する試みが実施された。本稿では、

制作支援実験の概要とインテックシステム研究所が担当した番組制作支援システムの解説を中心に述べる。

 

図１  講演番組の画面イメージの例（提供：ケーブルテレビ富山）

　映像編集を半自動化する試みは、これまで家庭用映像編集

ソフトなどで実現が試みられてきた。しかし、満足度の高い

結果が得られる汎用的な映像編集システムを作ることは、現

在の技術では依然難しいといえる。インテックシステム研究所

（以下、IS I）が産学官連携で実施した本実験では、富山イン

ターネット市民塾［１］が関わる講演や講座などの収録映像をベー

スとした地域コミュニティ放送向けの生涯学習番組を、市民塾

事務局が自ら制作する場合に限定し、以下の方法による番組制

作方法を提案・構築・検証した。

1.1  講演番組制作を支援する仕組み
　生涯学習の講演などでは、講師が資料映像として、プレゼン

ソフトを活用する場合が多い。実際に放映された図１に示すよ

うな講演を番組として制作する場合には、概ね 講師アップ、

講師と資料映像、 資料映像のアップといった画面イメージ

の繰り返しで構成されることが多い。画面の切り替えは、講義

の話の内容を判断しながら、現地取材のプロのカメラマンの技

術により、スムースなカメラ操作で結ばれている。こうしたカ

メラ操作を、操作経験の少ない生涯学習のスタッフが担うこと

は難しい。

　そこで、本実験では、 講師アップ映像と、 資料映像の

アップ映像を固定した２台のカメラで撮影し、番組制作支援

システムにより映像解析を行いながら、 と の映像に変化を

加えながら映像合成を行うことを提案し、システムを開発し、

実際に番組を制作する検証を行った。

　また、実際の番組を制作するためには、映像合成機能だけで

なく、オープニング、エンディング、番組放映の意図を示す映

像も必要である。本実験では、これらの映像は、別途制作され

ることを前提とするが、これらの映像ファイル（以下、チャプ

タファイル）をつなぎ合わせて１本の番組に仕上げる機能につ

いても実装することとした。

1.2  ネットワークを使った番組制作
　ハイビジョン映像をベースとする番組素材は、一般的に大容

量（例えば民生のHDV形式で約２５Mbps）であるが、光回線

などの普及により、こうした番組素材をネットワークでやり取

りする仕組みがいくつか実用化されている。ケーブルテレビ局

と番組制作会社などのやり取りには、これまでビデオテープ媒

体でのやりとりが一般的であった。しかし近年、ハイビジョンシ

ステムの導入とともに、映像素材のフォーマットや記録媒体が

多様化し、パソコンベースの編集システムの普及も進む中で、

映像素材をパソコンのファイル形式で流通すると効率が良い。

図２  映像解析による映像合成のイメージ

2. 番組制作の実証実験
2.1  番組制作実験
　一般的な収録型の番組制作では、取材カメラによる収録→収

録映像のレビュー→シナリオ作り→その他素材の準備（音楽、

テロップ文字等）→ビデオ編集→局用フォーマットへの変換の

ような手順をとる。本システムでは、取材カメラによる収録手

順を簡略化するとともに、最も作業時間を要するビデオ編集の

手順の自動化を行う。ビデオ編集では、映像の切替えや合成、

音声の出力、テロップ文字の配置、時間合わせ、などの複雑な

操作を軽減することが可能となる。

　今回制作した番組は、ハイビジョンの３０分枠番組とし、素

材提供する市民塾、番組放映のケーブルテレビ局の双方でのニー

ズを考慮し、市民塾の活動や講座をコミュニティチャネルの地

域活動紹介番組枠で放映する内容とした。

（１）制作した番組の素材

　　　今回は、番組の主題として、インターネット市民塾が保

　　有する以下の素材を利用した。

　　　　　● 市民塾　遠隔講座「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、

　　　  自然、生活、未来」２００８.１１.２３

　　　　　講師映像（ＨＤＶテープ）、講義資料（高画質静止画→

　　　　　ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　ビジネス塾　講座紹介

　　　　　講師映像（ＤＶテープ）、紹介資料（ホームページ

　　　　　→ＰＰＴ形式）

　　　● 市民塾　ホームページ　１０周年記念スライド

　　　　　スライド映像（フラッシュ形式→メディアプレイヤー

　　　　　形式）

（２）番組の構成

　　　今回制作した番組の構成を、チャプタ毎にキューシート

　　形式で表１に示す。

2.2  ネットワーク映像制作の実験
　Webブラウザから前述の番組制作ソフトを利用するための

インターフェースを試作し、番組をインターネット上で制作する

実験を行った。開発言語としてPython、Web フレームワーク

としてDjango -１.０.２を使用し、認証機能、ファイルアップロード

機能を利用した。Webインターフェースでは、画面の指示に

従って、番組に関する設定情報の入力や各チャプタの映像ファ

イルのアップロードなどを行う。合成処理を行うパソコンに対

しては、remote-launcher（開発ツール）に Webインター

フェース から TCP/９９９９ 番ポートで接続し、開始コマンドを

伝え、番組作成を開始する。また、番組ファイルが完成すると、 

Webインターフェースからのダウンロードが可能である。

　実験の結果、映像ファイルのサイズが大きいため、アップ

ロードやダウンロードに多少の時間を要するが、問題なく

Webインターフェースでの制作や番組ファイルの取得ができた。

　本システムの目的は、ビデオ編集の知識が少ない講義の主催

組織のスタッフでも、固定カメラにより講師を撮影し、会場プ

ロジェクタなどの撮影映像または講義資料をもとに、テレビ放

映番組での利用を前提とした自動編集による変化に富んだ映像

データを得られることである。また、番組としては複数の動画・

静止画・音声を組み合わせ、１つの番組用動画コンテンツを作

成する必要がある。本システムでは、チャプタ動画自動生成と

番組動画自動生成に分け、２つのステップで番組自動生成を実

現する。

　当初、ISIが保有するリアルタイム映像配信・処理技術[２]を

生かし、２つの映像を再生しながら映像合成を行う方式を検証

したが、現在の実装方式では処理が追いつかずフレーム落ちが

発生した。放送素材であることを考慮し、時間を要するが高品

位の映像が得られるバッチ方式に変更した。

3.1  チャプタ動画自動生成機能
　チャプタ動画自動生成ステップではチャプタ区切りで動画を

編集する。主な機能は主映像からシーンカット点を自動検出し

その情報に従って、副映像をレイアウトさせる機能となる。入

力する動画はハイビジョン形式を前提としているが、それ以外

の形式でも自動レイアウトできる。

　このステップではチャプタ動画ファイルが中間ファイル形式

で出力される。

　＜チャプタ動画自動生成処理フロー＞（図５左　参照）

　チャプタに副動画が設定されていない場合はシーンカットの

ための一連の処理をスキップする。入力動画基本情報計測から

シーンカット点検出までの処理は独自のDirectShowFilterで

画像解析処理を行う。

（１） 入力動画基本情報計測

　　入力動画の高・幅サイズ、フレームレート、時間、圧縮方

　　式などを計測する。

（２） 空間情報計測

　　主動画に対して時間単位（圧縮方式によってはフレーム単

　　位）での動画のあるフレームに関する色ヒストグラムを計

　　測する。

（３） 時間変化情報計測

　　上述の色ヒストグラムの差分を計算し、ヒストグラム分布

　　の時間変化を計測する。

（４）シーンカット点検出

　　時間変化差分曲線の傾向からシーンカット特徴量の閾値 

　　を決定し、シーンカットと見なす変化点をミリ秒単位で

　　検出する。連続したカット点を検出しないように、勾配

　　が回復する箇所まで次のカット点を検出しないようにする。

　自動レイアウトからチャプタ動画生成までの処理はDirect-

Show Editing Services（以下DES）を利用して作成している。

DESとはWindowsムービーメーカーのため、DirectX ８.０ / 

Windows XPで導入されたDirectShowのアーキテクチャ上

で構築された映像編集を行うAPIである。これには、タイムラ

イン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像・音声へのエフェ

クト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、

サンプリング周波数変換やその他ノンリニア編集で用いられ

る多数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、

シーク対応、グラフ管理は低水準のDirectShowの機能を使用

中でも利用できる。

（５）レイアウト情報作成

　　視聴者の講義内容理解を助け、また、飽きさせない画面

　　変化を提供することを目的とし、主動画と副動画をトランジ

　　ション付で切り替えたり、レイアウトを変更したりする。

　　切り替えの手がかりには主動画のシーンカット点を使用

　　する。本システムでは今回は以下のアルゴリズムにより

　　表示切り替え情報を生成した。

１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、副動画を右下

　　　部に縮小オーバーレイする。

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を全面表示にスライドする。（副動画の解像度が

　　　低い場合には主副の分割表示とする）

上記よりさらに１０秒の間シーン切り替えがなかった場合、

　　　副動画を右下部に縮小オーバーレイする。

～ の処理は過度なレイアウト変更を防ぐため、次のシーン

切り替えまで１０秒以内の場合にはレイアウト変更をしない。

（６）テロップ画像情報作成

　　画面端部に表示するチャプタ名や、人物名テロップなどの

　　情報を作成する。一般にテレビ番組に使用するフォントは様々

　　で縁取りやドロップシャドウなど演出は多様であるため、

　　本システムでは文字情報であってもテキストではなく、

　　画像として入力するものとした。

（７）チャプタ動画生成

　　動画素材、テロップ素材、レイアウト情報、テロップ情

　　報を元にチャプタ動画生成を行う。ここでの編集結果は中

　　間ファイルとしてHuffyuv（ハフワイユーブイ）形式で保

　　存している。Huffyuvは、ノンリニア編集において、中間

　　ファイルの圧縮用としてよく使われるコーデックで、可逆

　　圧縮であるため動画の劣化はなく、デコード処理も高速で

　　あるためパソコンで扱いやすい。

3. 番組制作支援システム

4. 番組制作番組の評価

5. おわりに
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　本実験では、番組制作支援の仕組みのネットワークサービス

（映像SaaS）化をイメージし、番組制作支援システムをイン

ターネット上に設置し、Webインターフェースによるパソコン

ファイル形態の映像素材と編集情報の入力や、制作した番組

作品のレビューにインターネットを利用する方式の検証を行った。

（1）ジングル (Jingle)：番組やコーナーを象徴したり、印象づけたり、区切ったりするための短い音楽やコーラス。

表１　制作した番組のキューシート
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　本実験を通して、提案した番組の制作方法と開発・構成した

システムは、講演番組の制作支援という限定された用途ではあ

るが、実現した機能については品質が高く、専門の制作スタッ

フを介さずに気軽に番組制作を行い、コミュニティ放送への生

涯学習の情報発信を行うツールとなりえることが分かった。ま

た、ネットワーク映像制作を試行した検証では、実現性はもと

より、ネットワークを制作に利用する副次的効果も確認できた。

今回の番組制作支援システムは、プロトタイプレベルであるが、

実証実験の中で判明したものを中心に、技術面・機能面・運用

面の各課題の克服を進めていけば、優位性の高い実用システム

に発展するものと思われる。

　本実験を通して、生涯学習組織が保有するコンテンツと、コ

ミュニティチャネルに求められる要件のギャップと、ギャップ

を埋めて活用する際のポイントをお互いに確認できた点も、大

きな収穫となったように思う。今後は、実証実験にとどまらず、

将来的にインターネット市民塾番組の定常的なコミュニティ放

送チャネルでの放映など、地域のケーブルテレビ局と連携する

プランも検討を進めたいと考えている。

映像合成機能を使って、講師と資料映像を合成し、映像解析による変化に富む映像を制作
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図３  ネットワーク利用による番組制作

図５  番組動画自動生成処理フロー

図４  ネットワーク映像制作の仕組み
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3.2  番組動画自動生成
　番組動画自動生成ステップではチャプタ動画自動生成ステッ

プで作成した複数のチャプタ中間ファイル動画を１つの動画ファ

イルに結合し、番組用動画ファイルとしての体裁を整える。

＜番組動画自動生成処理フロー＞ （図５右　参照）

（１）タイムライン生成

　　チャプタ動画を時間軸上に並べタイムライン情報を作成す

　　る。番組時間枠に比べて総動画時間が足りない場合はあら

　　かじめ決められた尺合わせ用の動画を末尾に追加する。

（２）トランジション情報作成

　　チャプタ間の切り替わり画像エフェクトの設定、及びチャ

　　プタの背景音楽、ジングル（1）設定を行う。

（３）番組動画生成

　　設定に従いチャプタ動画の結合処理を行い、放送局の仕様

　　に応じた動画形式にエンコードする。色や音量に関する放

　　送用の制限、音量の均一化等の処理もここで行う。必要に

　　応じて調整用テストパターンシーン（カラーバー）の追加

　　や冒頭無音シーン追加なども行う。

　番組制作支援システムで制作した番組を放映前に、番組制作

の専門知識と経験を有するメンバーを集め、番組のレビューを

兼ねて映像品質や本システムに対する評価を行った。

（１）品質と機能の評価

　　　本システムで制作した番組の映像品質は、高品質な映像

　　素材を損なわないレベルに達しており、画面の切り替わり

　　もスムースであり、ケーブルテレビ局での放映において品

　　質面で問題が無いとの評価を得た。今回は撮影や資料の素

　　材面で品質の悪いものもあり、修正や表現方法を変えたも

　　のもあったが、システム自体の品質は高いといえる。また、

　　映像の自動解析による自動フレーム変更は、実用的であり、

　　視聴者を飽きさせない点で一定の効果があるとの意見があっ

　　た。熊野信仰の講師映像がハイビジョン品質でない場合の

　　フレーム構成については、斬新だが違和感は無いとの評価

　　であった。

　　　付加機能については、テロップ画像付加機能、時間調整

　　機能、音声挿入機能などについては、映像解析機能が加わ

　　ればよりよいが、実用レベルに達しているとの意見があった。

（２）作業時間の軽減

　　　番組制作支援システムでの作業には、事前準備を除くと

　　今回の３０分枠の番組制作で４時間弱を要する。ケーブル

　　テレビ局が取材した４０分番組の場合、従来の編集方法で

　　は手馴れた専門家が編集に約２日間を要する。番組制作支

　　援システムでは、アマチュアのスタッフが事前作業に約１日

　　を要することを考慮しても、作業時間の軽減効果があると

　　いえる。今回の番組制作支援システムでは、画面切り替え

　　やテロップの効果を必要最小限に絞り込んだことが、逆に

　　編集の段階での映像効果の選定に迷う時間の削減につながっ

　　ているとの意見もあった。

（３）事前作業について

　　　今回作成した番組制作支援システムで実現できない処理

　　は、事前にビギナー向けのビデオ編集ソフトなどでプレ編

　　集を行う必要がある。特に講義資料をプレゼンソフトのファ

　　イル形式で入手した場合には、比較的高画質の資料映像が

　　得られるが、プレゼンソフトから出力した資料画像を手作

　　業で並べる作業にやや時間を要する。また、プレゼンソフ

　　トを放送用のフリップとして利用する場合、フォントの大

　　きさ、セーフエリア、セーフカラーなどの放送制作特有の

　　制限に注意する必要がある。インターネット市民塾のスタッフ

　　はホームページに映像を掲示しており、その制作作業に慣れ

　　ているため、放送用プレゼンソフト作成のガイドラインがあれば、

　　スキル的な問題は少ないとの意見があった。また、この部

　　分の自動化ができると実用性が向上するとの意見もあった。

（４）システムの応用

　　　番組制作支援システムはプロトタイプレベルであるが、

　　ユーザインタフェースの充実や、今回実装しなかった中か

　　ら機能拡張を行えば、製品やネットワークサービスに発展

　　する可能性がある。また、適用分野としては、今回、生涯

　　学習の講演紹介番組の制作に利用したが、他の分野の教育

　　番組への適用（映像合成・解析を活用した学校教材制作な

　　ど）[３]や、商品紹介などの資料映像と人物映像を利用す

　　る番組の定期制作などへ活用できるものと思われる。さら

　　に、開発時の検討で採用を断念したリアルタイム方式は、

　　放送局品質の映像画質を求められない分野（例えば大学で

　　の講義をオンデマンドで後から閲覧できる仕組み）におい

　　て短時間で番組制作を行える、より実用的なシステムに成

　　るとの意見があった。
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