
フルスペック8Kカメラ

インターネット活用技術

　研究の国際連携の重要性が、ますます高まっています。技研では、国際学会で積極
的に研究成果を発表するとともに、海外の研究機関や大学、企業の研究所に研究員を
派遣して、共同研究を推進しています。2011年に創設されたFOBTV(Future of 
Broadcast Television)では、各国の放送事業者、研究機関、標準化機関と連携し、次
世代の地上波テレビ放送実現に向けた検討を推進しています。ABU（アジア太平洋放
送連合）でも重要な役割を担っており、ABU加盟国から多くの研究員を受け入れてい
ます。また、日本の地上デジタル放送方式ISDB-Tの世界展開にも協力しています。

国際研究連携

国際標準化活動

　技研は、国内だけでなく、ITU（国際電気通信連合）、SMPTE（映画テレビ技術者協会）、MPEGをはじめとする国際標準化活動にも寄与
しています。たとえば、ITU-Rにおいてハイビジョンのスタジオ規格や、地上デジタル放送のISDB-T方式などが勧告されました。2016年4
月現在、ISDB-Tは日本を含め中南米など18か国で採用されています。
　8Kスーパーハイビジョンの標準化も進めています。ITU-Rで2004年に「超高解像度映像」、2006年に「拡張大画面デジタル映像」とし
て勧告されたのに続き、2012年にはフレーム周波数、色域系の項目を含めてテレビ放送の国際標準になりました。さらに、HDR（高ダイナ
ミックレンジ）映像について、NHKとBBC（英国放送協会）が共同で開発したHLG（Hybrid Log-Gamma）方式が2016年に国際標準にな
るなど、8K放送の実用化と国際普及に向けて着実に取り組みを進めています。

8Kのさらにその先のテレビとして、めがねのいらない自然で見やすい立体像を表示する空間像再生型立体テレビの研究開
発を進めています。インテグラル立体像の高品質化に向けた撮影および表示技術の研究、ホログラフィーによる立体表示を
目指した新しいデバイスの研究開発に取り組んでいます。

社会に貢献する技研の技術

　技研の研究開発成果は、広く一般に公開さ
れており、特許やノウハウは、誰でも利用でき
ます。暗闇の中でも鮮明な画像を撮影できる
ハイビジョンHARPカメラは、夜間の緊急報道
をはじめ、さまざまな番組に活用されており、
光の届かない深海での撮影や、生体への影響
を抑えたい医療分野でも利用されています。

インテグラル立体テレビ

　微小なレンズアレーを用いてさまざまな視点からの像を表示することが
できるインテグラル立体テレビの研究開発を進めています。リアルタイム
の撮影が可能で、特殊なめがねを使用せずに左右だけでなく上下から見て
も自然な立体像を表示することができます。空間像再生型立体テレビで
は、2次元の映像と比較して奥行き表現に必要な膨大な情報を扱うため、撮
像・表示装置の多画素化の研究にも取り組んでいます。

電子ホログラフィー

　空間像再生型の立体テレビを実現する方式として、電子ホログラフィー
用表示デバイスの研究にも取り組んでいます。広視域で立体像を表示する
ためには、これまで以上に超微細な画素で構成される超高精細空間光変調
器（SLM：Spatial Light Modulator）が必要です。技研では画素ピッチ1μ
m以下のスピン注入型SLM（スピンSLM）の実現に向けて、開発を進めてい
ます。

13.3 型 8K 有機 EL ディスプレーを用いたインテグラル立体像

フルスペック8K

あたかもその場にいるような“臨場感”や、その場に物があるかのような“実物感”を再現する次世代のテレビ、8Kスーパーハイビ
ジョン（8K）。8Kは、約3,300万（横7,680×縦4,320）画素の超高精細映像と22.2マルチチャンネル音響方式による3次元音響か
らなるシステムです。フルスペック8Kの実現に向けて、カメラ、制作機器、伝送装置、表示装置などの研究開発を進めています。

世界初の8K用
HEVCリアルタイム
エンコーダー

次世代地上放送システム
フルスペック8K

　フレーム周波数120Hz、広色域、HDR（高ダイナミックレンジ）を
有する8Kの超高精細映像と、22.2マルチチャンネル音響からなる
フルスペック8Kスーパーハイビジョンを目指して研究開発を進めて
います。

圧縮符号化技術

　映像圧縮方式規格HEVC（High Efficiency Video Coding）によ
る高圧縮方式の研究や、超解像技術を活用した新たな符号化方式で
ある画像復元型符号化など、8K信号を効率的に家庭にお届けする
ための符号化技術の研究開発を進めています。

伝送技術

　地上波でもスーパーハイビジョンをご家庭にお届けするために、次
世代地上放送用の伝送技術の研究開発を行っています。現行のデジ
タル放送よりも多くの情報を伝送する技術と次世代映像符号化技術
の組み合わせによる、地上放送の実現を目指しています。

表示技術

　フルスペック8K映像を表示可能な有機EL大画面シート型ディスプ
レーとプロジェクターの研究開発を進めています。また、丸めて持ち
運びができるフレキシブルディスプレーの実現を目指した研究も推
進しています。

記録技術

　8K映像の長期保存技術として、高密度ホログラムメモリーの研究
を進めています。再生データの品質向上技術を組み込んだホログラ
ムメモリードライブを開発し、ディスク媒体に記録した8K圧縮信号の
映像再生に成功しました。

フレキシブル有機 EL
ディスプレー

　聴覚に障害のある方や高齢の方をはじめとする多くの方
が、字幕放送を利用して楽しめる番組を拡充するために、生放
送番組の字幕を制作する音声認識の研究を進めています。

　緊急時に手話通訳士が不在の時でも、手話で気象情報を
お伝えできるように、日本語を手話CGに自動翻訳する研究
を進めています。この技術は、20,000対の日本語と手話の3
次元動きデータを収集して辞書データベース化し、番組制作
記述言語TVMLを用いて手話のCG合成を行っています。

　視覚に障害のある方に、図などの2次元情報や美術品など
の3次元情報のような、言葉では伝えることが難しい情報を
触覚や力覚で伝える技術の研究を進めています。

音声認識による生字幕制作システム

手話CG技術

立体形状を伝える触覚提示技術

　国内の外国人にニュースを分かりやすく伝えるため、やさ
しい日本語や外国語に変換する技術とサービスの研究を進
めています。

やさしい日本語への変換技術

手話CGの例

多様化する大量の情報を収集して番組制作に活用するために、映像中の物体や文字、音声を自動認識するとともに、撮影時
のカメラの位置や照明などの環境情報の取得・解析に取り組んでいます。これらの情報を解析して社会の出来事を特定する
など、番組制作の支援を目指します。

音声認識を用いた生字幕
制作の様子

　番組制作時の映像検索をより便利にするために、映像に映
り込んだ看板や名札に書かれている文字列（情景文字列）を
検出し、素材映像にさまざまな情報（メタデータ）を自動付与
する技術を研究しています。

文字列検出技術

映像にメタデータを自動
付与する文字列検出技術

日常生活のさまざまな場面や状況でインターネットの多様なサービスが利用され、私たちの生活に大きな変化をもたらしていま
す。生活に寄り添う“新しいテレビ体験”の実現に向けて、放送とインターネットを連携・活用する技術の研究に取り組んでいます。

ハイブリッドキャストの高度化

メディア統合技術

　スマートフォンの普及により、外出先での動画視聴が身近になりま
した。端末や受信環境によらず、放送・ネット同時配信・VOD（ビデオ
オンデマンド）などの番組を簡単に見られるよう、視聴者の状況など
から適切な視聴方法を自動的に選択し、シームレスに番組を提示する
技術の研究を進めています。

　ハイブリッドキャストは、一度に多くの人に伝えられるという放送の
利点と、双方向性や個別のニーズに合わせたきめ細かい情報を提供
できる通信の利点を組み合わせたサービスです。通信経由で得られ
たコンテンツと放送コンテンツの同期•合成提示、タブレット端末との
連携やソーシャルサービスの活用など、ハイブリッドキャストをさらに
進化させる研究開発を進めています。

行動連携技術

　番組の視聴体験が、番組を見ている間だけでなく日常生活のさま
ざまな場面で、新たな気付きや行動につながるサービスの実現を目
指しています。スマートフォンの位置情報の活用などにより、行動や
状況に応じた適切な方法で、情報やコンテンツを提供する技術を研
究しています。

～高度番組制作技術～

スポーツ番組におけるタブレット端末との連携サービスのイメージ

アーカイブ用ホログラ
ムメモリー装置

耳や目に障害のある方や外国人など、すべての視聴者に情報を伝える技術として、音声の情報を字幕や手話で、映像の情報
を音声ガイドや物体の形状で提供する技術の研究を進めています。外国人など番組の内容の理解が難しい方に、やさしい日
本語による情報を提供します。

～人にやさしい放送技術～

立体形状を伝える
触覚提示装置

読解支援
情報付き
ニュース
サービス

8Kスーパーハイビジョン

スマートプロダクション 立体テレビ

いつでも簡単に番組を見られる「メディア統合技術」

位置情報に連動して番組関連の話題を提供する「行動連携技術」

ホログラフィー
立体再生像
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進化させる研究開発を進めています。

行動連携技術

　番組の視聴体験が、番組を見ている間だけでなく日常生活のさま
ざまな場面で、新たな気付きや行動につながるサービスの実現を目
指しています。スマートフォンの位置情報の活用などにより、行動や
状況に応じた適切な方法で、情報やコンテンツを提供する技術を研
究しています。

～高度番組制作技術～

スポーツ番組におけるタブレット端末との連携サービスのイメージ

アーカイブ用ホログラ
ムメモリー装置

耳や目に障害のある方や外国人など、すべての視聴者に情報を伝える技術として、音声の情報を字幕や手話で、映像の情報
を音声ガイドや物体の形状で提供する技術の研究を進めています。外国人など番組の内容の理解が難しい方に、やさしい日
本語による情報を提供します。

～人にやさしい放送技術～

立体形状を伝える
触覚提示装置

読解支援
情報付き
ニュース
サービス

8Kスーパーハイビジョン

スマートプロダクション 立体テレビ

いつでも簡単に番組を見られる「メディア統合技術」

位置情報に連動して番組関連の話題を提供する「行動連携技術」

ホログラフィー
立体再生像
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