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AI画像解析アプリ
「メタロウ」の開発と検証
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⾃⼰紹介

●２００５年 フジテレビ⼊社

●６年間、地上デジタル放送の設備構築を担当
（周波数プラン作成、スカイツリーや中継局建設）

●２０１１年から制作技術部カメラ担当
（ゴルフ、マラソン、競⾺、バラエティ、各種ライブ等）

●２０１７年より現在の技術開発部にて５G、AIの研究・開発を担当
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メタロウ︖

⼊⼒映像

解析結果

登録済みの⼈物 未登録の⼈物(※)

※登録済み⼈物との類似率が設定値を満たさなかった
場合に「未登録の⼈物」と分類されるため、登録済
でも画像が不鮮明等の理由で「未登録」に分類され
ることがあります
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2019.11
ニュース総局とAIの活⽤に向けた
意⾒交換を開始
2020.1
メタロウのUI部分を開発開始

2020.3
メタロウを⽤いた現場での
検証を開始
（情報制作、報道、スポーツ）

2020.7
検証終了、ニュース総局との意⾒交換

2020.9
報道局での第⼆次検証開始

2020.12
報道局での検証を終了、常設に向けて準備中

2019

2020

の開発と検証

⼊⼒映像

解析結果

登録済みの⼈物 未登録の⼈物(※)

※登録済み⼈物との類似率が設定値を
満たさなかった場合に「未登録の
⼈物」と分類されるため、登録済でも
画像が不鮮明等の理由で「未登録」
に分類されることがあります
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とは

＜概要＞
●社内での検証を⽬的に⾃社開発
●⼈物辞書は⾃社で作成したものを利⽤

（著名⼈を中⼼に現在は約18,000名を登録）

＜開発作業＞
●画像解析︓フジテレビ技術開発部
●UI︓(株)フジミック

＜動作環境＞
●ブラウザベースで動作(Chrome推奨)
●AI機能はMXNetとAmazon Rekognitionを併⽤
●SDIまたはHDMIから動画をリアルタイムに解析
●事前登録した辞書と照合し、⼈物の⽒名を推定する
●画像、動画ファイルからの解析にも対応

⼊⼒映像

解析結果

登録済みの⼈物 未登録の⼈物(※)

※登録済み⼈物との類似率が設定値を
満たさなかった場合に「未登録の
⼈物」と分類されるため、登録済でも
画像が不鮮明等の理由で「未登録」
に分類されることがあります
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メタロウの開発から検証まで

・AIとは︖
・どのような業務に活⽤︖
・運⽤までの道筋は︖

意⾒交換

⽬的︓
①ユースケース発掘
②AI活⽤のノウハウ蓄積

実装した機能・特徴︓
①リアルタイム⼈物検出
②２秒間に１フレームの解析
③同時検出15名まで（調整可能）
④⽒名表⽰は類似率95%以上（調整可能）
⑤未登録⼈物検出時の即時登録
⑥解析中の履歴確認や結果の再解析

・素材への⾃動メタ付け
・⾳声認識と⽂字起こし
・スーパー⽣成等作業の
⼀部⾃動化

・番組制作現場での検証
・現業務と画像解析の親和性
・活⽤に向けた課題抽出

⼀昨年秋以降、社内横断的にAI活⽤についての意⾒交換を開始

要望の多かった機能

メタロウの開発(約2ヶ⽉) 検証（約3ヶ⽉）
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メタロウの開発⽅針

AIエンジニアが少ない放送局において、持続可能なアプリ開発⼿段は︖

①OSSやAPI等を活⽤し、⾃社が中⼼になって開発する
開発・保守コストが低く抑えられアップデート等も⾏いやすい反⾯、
担当する社員の数や能⼒に依存する部分が⼤きい

②ベンダーと協⼒して開発する
開発・保守コストが⾼くなるが、⾼機能を実現できる可能性

どちらにも利点はあり、要求条件に応じて使い分けていく必要がある

⽬的がユースケース発掘等の検証であれば
⾃社開発した⽅がノウハウも蓄積できる
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メタロウの開発⽅針

AIエンジニアが少ない放送局において、持続可能なアプリ開発⼿段は︖

①OSSやAPI等を活⽤し、⾃社が中⼼になって開発する
開発・保守コストが低く抑えられアップデート等も⾏いやすい反⾯、
担当する社員の数や能⼒に依存する部分が⼤きい

②ベンダーと協⼒して開発する
開発・保守コストが⾼くなるが、⾼機能を実現できる可能性

どちらにも利点はあり、要求条件に応じて使い分けていく必要がある

⽬的がユースケース発掘等の検証であれば
⾃社開発した⽅がノウハウも蓄積できる
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OSSとAPI

OSSとAPIを活⽤することで、開発・保守コストを抑えられる

①OSSの活⽤
●AIには⾼性能なフレームワークがOSSとして広まっている
（Tensor Flow、MXNet、Caffeなど）

●そのフレームワーク上で動作するライブラリもOSSとして公開
（画像解析も多数のOSライブラリが存在する）

いずれも無料で使⽤できるが、
商⽤利⽤が制限されているもの
バージョンの管理

には注意が必要

②APIの活⽤
●AWS等の⼤⼿クラウドベンダーが提供するAPIは低コストで⾼性能
●得⼿、不得⼿の把握やコスト管理(節約)の⼯夫が必要
●画像解析系ではAWSだとAmazon Rekognitionなどが有名



10

のシステム概要

SDI

動画配信エンコーダー

HDMI

HDMI

インター
ネット

SDIまたはHDMI

LAN

AWSのGPUインスタンス
・H.264で圧縮
・RTMPで配信
・HD 2Mbps程度

ノートPCまたはAmazon EC2に
おいて以下の機能を構築する

・動画配信サーバー
・Webサーバー
・顔検出

GPU搭載ノートPC

・APIレスポンスは
JSONに格納して受渡し

利⽤環境はノートPCまたはAmazon EC2
から選択可能で、性能差はほとんどない

Amazon EC2

Amazon
Rekognition

レートは任意だが、解析
精度を確保するために、
ある程度⾼い⽅が望ましい
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＜動画解析の仕組み＞

FFmpegを使⽤して動画
から2秒おきに1フレーム
の静⽌画を切り出し

Amazon Rekognition
に登録した⼈物画像の
うち、最も類似度の⾼
い⼈のID番号を返す

Amazon Rekognition
から受け取ったID番号を
S3に保管しているリスト
と照合し⽒名を表⽰静⽌画から顔を検出し、

個別の画像に切り出す
→Amazon Rekognition

へ投げる

※FFmpeg︓動画や⾳声を記録、変換、再⽣するためのフリーソフト 00000323 安倍 晋三

00000324 阿部 慎之助

00000325 阿部 純⼦

00000326 阿部 ⼒

00000327 安部 徹

00000328 阿部 朋⼦

リストをS3で保管・共有することで
常に最新のリストを利⽤可能

のシステム概要

Amazon Rekognition

Amazon S3
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＜⼯夫したポイント①＞

GPUを利⽤した⾼速処理

「顔の検出」「⽒名の推定」それぞれAmazon Rekognitionで処理
構成はシンプルだが、APIなので処理に時間と費⽤がかかる
（顔の数や画素数が多いほど処理時間⻑。
1画像あたり顔1つで1〜2秒、多いと4秒以上）

「顔の検出」はGPUを利⽤するOSSで処理、「⽒名推定」のみAmazon Rekognitionを利⽤
・1秒で5〜6枚の顔検出が可能に
・APIの利⽤回数が減り、コストも低減
・構成が複雑になり、GPUを搭載したPCの準備が必要

のシステム概要

当初

GPU導⼊後
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＜⼯夫したポイント②＞

⽒名推定のAPI処理を並列化して⾼速に

１画像内に複数の顔を検出した際、それぞれを順番にAPIリクエストして⽒名推定
リクエストからレスポンスを得るまで約2秒かかるため、検出した顔が多ければ
その分だけ処理に時間を要する

検出した顔を全て並⾏してAPIリクエストする
１回分のリクエスト処理時間で、検出した全ての顔の⽒名推定が完了
⼤幅に⾼速化し、トータルで３秒前後の遅延まで短縮

のシステム概要

当初

API処理を並列化
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Amazon Rekognitionを選択したポイント

①⼈物名推定の認識精度がとても優れている
●解析対象の顔が⼀部、場合によっては半分近く隠れていても、⼈物名を正確に推定する
●APIはあくまで登録済⼈物画像との「類似率」を返してくるだけなので、利⽤する環境によって

その閾値を設定する必要がある
（ 参考︓APIが95%以上と返してきた場合、概ねそれ以上の確率で正解している印象）

②「コレクション」の機能が秀逸
●登録したい１⼈物あたり最低1枚あれば登録可能（推奨は５枚）
●コレクションの管理コストが⾮常に低い
※2021年3⽉時点の東京リージョンの料⾦設定
1画像あたり 0.00001 USD / ⽉ ⇒ 10万画像登録しても⽉１ドル

利⽤環境に応じて「解析頻度」や「１画像あたりの顔の上限」等を
調整することで、利⽤コストをコントロールする
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番組制作現場での検証（報道、情報番組）

メタロウ PC

政治部デスクでの検証

メタロウ PC

素材メタ情報⼊⼒班の様⼦

・映像素材へのメタ情報⼊⼒業務に強い需要
常設に向けて準備中

・情報番組では⼈物名確認作業の負担が重い
より充実した辞書を構築することで
業務の簡略化・正確性向上に寄与
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番組制作現場での検証（スポーツ中継）

・外国⼈選⼿や選⼿関係者の確認への要望
事前登録さえすれば⾮常に有効なツールに

・実際の番組制作への利⽤希望が強い（スーパー処理等）
現在の遅延は約３秒でありさらなる⾼速化が必要

(新型コロナの影響で、昨年春はスポーツイベントの現場での検証が実施できず・・・）

〜実際にメタロウを⾒て、触ってもらった現場プロデューサー、ディレクターの意⾒〜
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さいごに・・・

放送局におけるAI活⽤

実況⽀援 メタデータ⼊⼒

●スポーツコンテンツでの
引き合い強い

●コスト管理が課題

●社内システムとの連携
●運⽤コストの管理

CG表⽰

⽂字起こし

コンテンツ内容解析

視聴者動向分析スーパー制作 字幕⽣成

番組制作に直接利⽤ 業務・制作⽀援に利⽤
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最後までご視聴頂き、ありがとうございました


