


  
■８Ｋスーパーハイビジョンとは About 8K SUPER Hi-VISION 
「８Ｋスーパーハイビジョン」は、４Ｋの４倍・現行ハイビジョンの１６倍もの超高精細画像と 22.2 マルチチャンネル音響による、次世代テ

レビのための超高臨場感システムで、日本では、2016 年に実用化試験放送、2020 年に本放送の開始を目指しています。 
この新しいテクノロジーを、映画をはじめとする幅広い映像業界関係者のみなさんに知っていただくため、東京国際映画祭の特別企画として

上映会を実施します。新たな映像制作の可能性と、来たるべき「８Ｋシアター」の未来像を、世界に向けて発信します。 
8K Super Hi-Vision is the next-generation broadcast media which combines ultra high definition images at four times the number of pixels of 4K, 
and 16 times that of current HD, with 22.2 multichannel sound system.  
This special presentation at the Tokyo International Film Festival has been organized to introduce the new technology to people engaged in 
diverse film and other video industry fields, explaining both the new possibilities it offers for video production and NHK’s vision for the future of 
8K theater to the world.  
■上映プログラム Programs 
Program A：８Ｋショートムービー『美人の多い料理店』アジアプレミア Asian Premiere of 8K short film “Beauties À La Carte” （28 分） 

「デトロイト･メタル･シティ」などで知られる李闘士男監督が、世界初の８Ｋスーパーハイビジョン

による短編映画に挑戦。 “美女” と“料理” をテーマに、超高精細映像による表現に挑んだ。５月の

カンヌ映画祭での上映に続いて国内初上映。（出演＝中井貴一・大島蓉子・香椎由宇） 
Asian Premiere of “Beauties À La Carte”, the world’s first 8K Super Hi-Vision short film challenge by 
Toshio Lee directing “Detroit Metal City” etc. The film's thematic elements of "female beauty" and 
"gourmet cuisine" are captured in visuals of never-before-seen clarity. Screened at the Cannes Film 
Festival in May. (with English subtitles) 

Program B：８Ｋシアターの可能性 The Potential of 8K Theater （40 分） 
音楽ステージやファッションショー、スポーツなどのハイライト集で、あたかも会場で見ているか

のような臨場感が味わえる、将来の「８Ｋシアター」の魅力を先取り！ 
『Tokyo Girls Collection』『オペラ･リゴレット』『ロンドン･オリンピック』『NHK 紅白歌合戦』 
Predicting the future attractions of 8K theater with live concerts, fashion shows and sports highlights.  
“Tokyo Girls Collection”, ”Opera - Rigoletto”, “London Olympic Games”, “NHK Kohaku Utagassen 
(Red-and-White Year-End Song Festival)” 

Program C：超高精細映像の冒険～８Ｋドラマ『コーラス』 “The Chorus” – Adventure of Ultra High Definition Image （22 分） 
あるアパートを舞台に繰り広げられる群像劇を、各部屋を見渡せるアパート断面の１カットで見せ

る、超高精細映像ならではの実験的ドラマ。細部まで緻密に造形された６部屋を舞台に、ある男の

人生をめぐる虚構のドラマが展開する。時間と空間を越えた８Ｋならではの超高精細映像と、広大

な音の世界をご堪能ください。（作＝岩松了 音楽＝清水靖晃） 
A play of many characters situated in a sectioned apartment block which makes the very most of 
ultra high definition by showing all of the rooms at once. (with English subtitles) 

Program D：８Ｋコンテンツの現在 8K Content Now! （60 分） 
スーパーハイビジョンのコンテンツの数々を紹介。 
『リオのカーニバル 2013』『美ら海散歩』『スペースシャトル最後の打ち上げ』ほか 
Introducing diverse 8K Super Hi-Vision content. 
“Carnaval do Rio 2013”, “A Beautiful Stroll Under the Sea”, “The Last Launch of Space Shuttle”, etc. 
(with English subtitles) 
 

Program X：「映画祭 TIFF アリーナ」ｉｎ ８Ｋ ”TIFF Arena” in 8K 
国内外の映画人が登場する映画祭の恒例イベント「TIFF アリーナ・グリーンカーペット」の模様を

８Ｋカメラでライブ収録して上映。あこがれのスターの姿を超高精細映像で！ 
Live scenes from TIFF Arena Green Carpet, the regular TIFF event for both domestic and visiting 
film people. See the stars in 8K!  

■タイムテーブル Timeｔable 

 
＊入替制・開場は各回の上映15 分前 Theatre cleared after each screening / Door open: 15 min. before each screening 
＊Program A・Program C では、８K 紹介コンテンツ「The 8K Experience」(5 分)をあわせて上映します。Program X は、各回に先立って上映します。 
＊Program A and Program C include 8K showcase video “The 8K Experience” (5 min.).  Program X is screened prior to each program. 
＊入場方法などの詳細はホームページ（http://pid.nhk.or.jp/event/PPG0224201/index.html）をご覧ください。（※ＨＰは10月7日(月)オープン予定）
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