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あなたは，“ホンモノ”の
『新日本紀行』を見ていない !?

～ 4K・AI でふくらむ
　フィルム番組・映像の可能性①～

メディア研究部   谷　卓生

1. はじめに　　　

『新日本紀行』という番組を見たことがある
だろうか。この番組は，まだテレビ番組がフィ
ルムで撮影されていた，1963 年から1982年
まで放送されたNHKの代表的な“紀行ドキュ
メンタリー”のひとつだ 1）。年配の方は同時代
に，若い世代でもアーカイブス番組などで再放
送を見たことがあるかもしれない。しかしそこ
で見たのは，その当時の放送技術やテレビモ
ニターの解像度などの制約から，本来のフィル
ム映像とは大きく違うものだった。特に，アー
カイブス番組などで見た場合は，退色したフィ
ルムからビデオに変換されていたので，全体
的に色が抜けていたり，なんとなくぼんやりと
していたりして，大昔の記録映像を見せられて
いるように感じた人もいるかもしれない。しか
し今，4Kなどの最新デジタル技術を使い，『新
日本紀行』はようやく“本当の姿”を視聴者に
見てもらえるようになった。

また，白黒フィルムを，人工知能（以下，AI）
を使ってカラー化する取り組みも始まってい
る。これまで，カラー化には膨大な時間とコス
トが必要だったが，AIを使うことでカラー化
が容易になった。この技術が普及すれば，各

地で保存されている白黒フィルムに新たな生命
が吹き込まれ，さらなる有効活用の道が開か
れることだろう。

最新技術がふくらませた“フィルム番組・映
像の可能性”，その最前線を番組担当者や研
究者らへの取材をもとに2 回に分けて報告す
る。

2. フィルム番組を
　“4Kデジタルリマスター”

2.1　誰も見たことがなかった『新日本紀行』

「肉眼に近い感じに，人の肌の色が表現さ
れている」「暗闇の中に，うっすらと太鼓を
たたいている人の姿が見えた」「紅葉の赤や
黄色が鮮やかで美しい」「お年寄りの金歯が
光っているのがよく見えた（笑）」「雪景色の
凹凸などディテールがよくわかった」

これらは，“4Kデジタルリマスター”した『新
日本紀行』の「盆地の太鼓 ―秩父―」（1969
年放送），「こけしの詩 ―宮城県・鳴子―」

（1971年放送）をNHK局内の4Kモニターで試
写をしたときの関係者たちの感想だ。私も同
席したが，出演者の表情や風景の細部が生き
生きと伝わってきて，これは単なる再放送では
なく，誰も見たことがなかったクオリティーの，
いわば“ホンモノ”の『新日本紀行』が放送され

『新日本紀行 盆地の太鼓 ―秩父―』
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ることになると実感した。この2本の『新日本
紀行』は，番組の舞台となった地域を新たに
4Kカメラで取材したパートも含め，『4Kでよみ
がえるあの番組』として，2018年3月に「スー
パーハイビジョン試験放送」で放送された 2）。

2.2　フィルム番組の
　　 “4Kデジタルリマスター”とは

“ホンモノ”の『新日本紀行』を生んだ4Kデ
ジタルリマスターとはどういう技術なのかを，
制作工程を追いながら順に説明したい。

①フィルムの検査・補修・洗浄

デジタルリマスターのもととなるのは，16ミ
リのネガフィルムだ 3）。半世紀の時を経過した
ものもあるので，編集で貼り合わせた部分を
検査・補修し，超音波や温水などを使ってフィ
ルムの汚れを落とし傷を減らす。

②フィルムを“4Kデジタルスキャン4）” 

きれいになったフィルムを，最新のフィルムス
キャナーで，1コマ1コマ 5），4Kにデジタル変
換する。ハイビジョン画質（2K）では，フィル
ムに記録されていた「色域（表現できる色の範
囲）」情報などを十二分に引き出すことができ
なかったが，高解像度スキャナーを使うこと
で，それが可能になった 6）。

③カラーグレーディング・映像修復

デジタルデータ化された映像を加工する工
程。映像データの色を細かく調整し微妙な色
合いを表現したり，1 コマ1 コマ，傷や汚れ
を消したりしていく。一方，高解像度でスキャ
ンしたことによるマイナス面なのだが，その
映像は，そのままではフィルムの感光剤の粒
子が目立ち，ざらついたものになってしまう。
この“粒子があばれる”という状態を修正する
のもこの工程だ。

『4Kでよみがえるあの番組』

フィルムの検査 映像修復作業

高解像度スキャナー
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今回，デジタルリマスターを中心になって
行ったのは，NHK知財センター アーカイブ
ス部の霜山文雄チーフ・ディレクターと，ヨコ
シネディーアイエー（横浜市）の清水禎二技術
営業推進課長らである。当初は，こうした工
程で，4K放送に耐えうる『新日本紀行』をよ
みがえらせようとしたが，今ひとつ鮮明さやキ
レがない映像にしかならず，NHKのスーパー
ハイビジョン担当者たちの反応も芳しいもの
ではなかった。そこで，③の工程で，“ハイダ
イナミックレンジ”（以下，HDR）という最新
技術を取り入れることにした。HDRは，テレ
ビが表現できる明暗の幅を広げる技術で，い
わゆる“黒つぶれ”や“白飛び”をなくすこと
ができる。雪景色のディテールがよく見えた
のはHDRのおかげで，これでようやく満足で
きる映像に仕上げることができたという7）。と
はいえ，HDRが効果を発揮できたのは，高
解像度スキャナーが，ネガフィルムに残され
ていた色の階調（濃淡の段階＝グラデーショ
ン）の情報を十分にデジタル化できていたか
らである。プラスマイナスはあるにせよ，“4K
＋HDR”で『新日本紀行』は，“ホンモノ”の
映像を取り戻したのである。

3. “4Kスキャン”の可能性

気の早い読者は，それなら8Kで『新日本
紀行』をスキャンしたら，もっといい映像にな
るのではないかと期待するかもしれない。しか
し，『新日本紀行』など16ミリフィルムで撮影
した番組の8K化の効果は，今のところよくわ
からないということだ。

また，映画に詳しい方ならよくご存じだと思
うが，映画の世界では，過去の名作映画の4K

デジタルリマスターがかなり行われている。今
回の『新日本紀行』の4K化は，その動きがテ
レビの世界にも本格的に入ってきたということ
だ。その背景には，2018年12月に始まる「スー
パーハイビジョン本放送」8）がある。今回のト
ライアルを受け，各都道府県を舞台にした『新
日本紀行』をそれぞれ1本，計47番組が4K
デジタルリマスターされる予定になっている。
NHKには，ほかにも『NHK特集 シルクロー
ド』9）や『未来への遺産』10）など，フィルム時代
の秀作が数多くあるので，4Kリマスターのも
とになり得る番組はまだまだ残されている11）。

そして，“4Kスキャン”には，NHKだけでな
く日本各地，いや世界各地に大量に残されて
いる記録フィルム，いわば“人類の記憶”を後
世に伝えていくという重要な役割があるのでは
ないだろうか。物理的な存在としてのフィルム
は，年々劣化することは避けがたく，フィルム
自体を守ることはもちろん大切だが，早急に4K
などにデジタル化することが望まれる。この作
業を，NHKが担うのか，それとも別の組織が
担うのか，またデジタル化された映像データの
公開や利用のあり方はどうするのか等 ，々検討
すべき課題は山ほどあると思われる。しかし，
これは，“公共メディア”NHKが果たすべき役
割のひとつとして，十分，検討する価値がある
事業だと私は考える。

次回（2018年8月号）は，“4Kスキャン”の
技術も大いに貢献した，“AIを使った白黒フィ
ルムのカラー化”について報告したい。カラー
化されるのは，今回新たに発掘され，同8月
に『NHKスペシャル』で放送予定の「ノモン
ハン事件」12）の記録映像である。

 　　　（たに たくお）
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注：
 1） 「当初は，市町村の暮らしや祭り，伝統などを

見つめていく」番組だったが，1969 年 4 月から
は，「地域に内在するテーマを掘り起こそうとい
う傾向が強まって」いった。今もなお親しまれて
いる冨田勲さん作曲のテーマ曲もこのときから使
われた。この番組は，19年間で 794本放送され，
577本のカラーフィルムが，NHK アーカイブス（埼
玉県川口市）に保存されている（NHK『NHK
は何を伝えてきたか 「新日本紀行─放送番組全
記録一覧＋番組公開ライブラリーリスト」』2007
年刊）。

 2） 視聴者は，約 50 年前の日本と現在の日本の姿
を比べることで，これからの日本の歩みに思いを
めぐらすことができるのではないか。

「スーパーハイビジョン試験放送」の概要につい
ては https://www.nhk.or.jp/shv/

 3） ネガのほうが，それをもとに作ったポジよりも，
撮影した映像の情報がより多く保たれている。

 4） 実際は，5K画質でスキャンしたものを，最終的
に 4K化する。本稿では，煩雑にならないように，
今回の作業を以下，“4Kスキャン”と呼ぶことに
する。

 5） フィルムは，1 秒＝ 24 コマ。
 6） テレビは，画面を構成する微小な粒子（画素）

の一つ一つが光り，映像を描き出している。画
素数が多いほど，きめ細かな美しい映像を映し
出すことができる。ハイビジョンは横 1,920 ×縦
1,080 の画素で画面を構成しているが，4K は横
3,840 ×縦 2,160。それぞれ横方向の画素数が
ほぼ 2,000 と4,000 になることから 2K，4Kと呼

んでいる（K は 1,000 の意味）。4Kは 2Kの4 倍
の画素数で，高解像度を実現している。ちなみ
に，8Kは横 7,680×縦 4,320 である。NHKでは，
4K・8Kを「スーパーハイビジョン」（SHV）と総
称している。4K・8Kについての詳しい情報は
http://www.apab.or.jp/4k-8k/appeal/

 7） こうした複雑な多くの作業を行うため，「カラーグ
レーディング・映像修復」の工程は，『新日本紀
行』1 本（30分）につき，およそ 100 時間かかる。

 8） NHKは，2018 年 12 月 1 日から「NHK BS4K」
と「NHK BS8K」という2 つの新たなチャンネ
ルを立ち上げる。4Kチャンネルは毎日 18 時間，
8Kチャンネルは毎日12 時間 10 分放送する。そ
のため，多くの SHV 画質のコンテンツが求めら
れている。

 9） 秘境シルクロードの全容を初めてカメラに収め
た，日中共同制作のドキュメンタリー番組。

 10） 「文明はなぜ栄え，なぜ滅びたか」をテーマに，
44 か国，150 か所の文化遺産を取材した番組。
構成は，NHK の名ディレクターのひとり，吉田
直哉。

 11） NHK には，16ミリフィルム（編集済み）は約3,500
本保存されている。
さらに 35ミリフィルム（カラー，モノクロ，未編
集を含む）は，約 500本保存されており，“8K化”
を目指すことが検討されている。この 35ミリフィ
ルムには，『ルーブル美術館』（ルーブル美術館
の名品 800 点を紹介した日仏共同制作の『NHK
特集』のフランス版）などさまざまな番組が含ま
れている。

 12） モンゴル東部に広がる大草原で，1939 年，国境
線をめぐって，日本軍と旧ソ連軍が 4 か月に及ぶ
激戦を繰り広げた。

NHKアーカイブスで保存されている
『新日本紀行』のフィルム


