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技研公開 2013 を実施

〜期待、見たい、感じたい〜
NHK放送技術研究所（技研）では、5月30日（木）から6月2日（日）の4日間、
技研の最新の研究成果を展示する「技研公開2013」を開催しました。テーマは「期
待、見たい、感じたい」。テレビ放送開始60年の節目にあたる今年、その一歩先の
新しい時代に向けた研究開発成果を紹介しました。ハイブリッドキャスト、スー
Topics
パーハイビジョン、人にやさしい放送、立体テレビや次世代放送デバイスなど37
項目を展示し、開催期間中に20,607人の方々にご来場いただきました。

ハイブリッドキャスト

新ラボちゃん

と

技研どーもくん

がお出迎え

スーパーハイビジョン

立体・多視点

スーパーハイビジョン用符号化方式とし
て期待されるHEVCリアルタイムエンコー
ダーを世界で初めて展示するとともに、小
型カメラや衛星・地上放送のための伝送技
術などを
紹介しま
した。

小型化・高画質化を図ったインテグラル
立体用のカメラや、移動する被写体を複数
のカメラで協調撮影できる多視点ロボット
カメラをご覧いただきました。

番組制作・支援技術

人にやさしい放送

次世代放送デバイス

ハンディ−カメラでリアルタイムCG合
成が可能なシステムや、低遅延のワイヤレ
スデジタルラジオマイク、Twitterから番組
の評判を分析する技術など、さまざまな技
術を紹介しました。

物の形状や地図の情報などを触覚・力覚
で伝える提示技術を多くの方に体験してい
ただきました。日本語から手話CGへ自動翻
訳するシステムなども展示しました。

シート型ディスプレーの実現に向けて、
8インチサイズのフレキシブル有機ELディ
スプレーを展示しました。また超大容量の
スーパーハイビジョン高速記録・再生を目
指すホログラムメモリーなど、次世代のデ
バイス技術
を紹介しま
した。

NHKが2013年に試行的に開始する予定
のサービス例を紹介しました。さらには、
民放・有料放送事業者の取り組みや、数年
後を想定した進化型ハイブリッドキャスト
など多彩なサービスを展示しました。

研究開発成果の実用化

放送博物館

NHKの研究開発成果である特許や技術ノ
ウハウ、放送技術の社会還元を目指した実
用化研究開発について紹介しました。また、
放送局で開発した技術や、すでに実用化し
た技術を
展示しま
した。

1953（昭和28）年2月1日に日本のテレ
ビ放送は開始されました。技研のテレビ開
発に向けた取り組みや、本放送が開始され
た当時の映像や文献資料からテレビ放送が
始まった頃
を振り返り
ました。
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ポスター展示

体験展示

専門家を対象とした13件のポスターを展
示し、研究開発の最前線を紹介しました。
また、研究開発の成果に触れられる体験展
示では、家族連れなど多くの方に楽しんで
いただき
ました。

あなたの声と受信料で

公共放送NHK

1

オープニングセレモニーより
式 辞

NHK会長

松本 正之

本日は、NHK放送技術研究所一般公開オープニングセレモニーにご臨席いただき、
誠にありがとうございます。
今年2月、NHKがテレビ放送を開始してから60年を迎えました。公共放送としてさ
まざまな情報を発信し、放送文化の向上に努めてきた60年の歴史と伝統をしっかりと
受け止め、今後とも、正確・公平かつ迅速なニュース、多様で質の高い番組、そして
世界に通用する大型番組や地域放送の充実などを通じて、視聴者のみなさまの期待と
信頼に応えていきたいと思います。
平成25年度が始まり2か月が経ちましたが、今年は3か年経営計画の2年目にあたります。この計画では、
「公共」
「信頼」
「創造・未来」
「改革・活力」という4本の柱を掲げ、
その実現に向けてさまざまな取り組みを進めています。
特に「創造・未来」については、この放送技術研究所を中心に新たな放送技術の研究や開発をいっそう推進し、
より豊かな放送文化の創造に貢献していきます。
2020年を目指して研究・開発を進めてきましたスーパーハイビジョンについては、2016年のリオデジャネ
イロオリンピックに向けて、実用化試験放送の検討を行っています。また、放送と通信を連携させるハイブリッ
ドキャストでは、放送を中心として通信からのさまざまな情報を組み合わせ、より豊かな放送サービスを提供
していきます。今後も各関係機関のみなさまと連携を一層深め、オールジャパンでの取り組みを加速していき
たいと考えています。
放送技術の研究開発によって新たな価値を生み出し、放送文化の発展に寄与していくことが、放送技術研究
所に課せられた責務です。これまでも、その役割を果たして来たと自負していますが、これからも社会状況の
変化やさらなる技術革新に的確に対応し、チャレンジ精神を持って、日本そして世界の放送技術の先導的な役
割を担っていきます。本日はこの1年間の研究開発の成果をごゆっくりご覧ください。ありがとうございました。

挨 拶

NHK放送技術研究所長

藤沢 秀一

本日はNHK放送技術研究所一般公開オープニングセレモニーにお越しいただき、誠
にありがとうございます。NHK放送技術研究所は1930年の設立から83年、この技研
公開は1947年から始まり、今年で67回目を迎えます。これもひとえにみなさまのご支
援のおかげと改めて感謝いたします。
昨今、8K・スーパーハイビジョンやハイブリッドキャストという言葉をニュース、
新聞・雑誌などで目にする機会が多くなっています。スーパーハイビジョン、ハイブリッ
ドキャストのベースとなる技術は当所で研究開発されたものです。これらの報道は、みなさまからの期待の表
れであると感じており、身の引き締まる思いです。
今年の技研公開は「期待、見たい、感じたい」をテーマとしました。みなさまに期待を持って来ていただき、
研究の成果を見たり、感じたりしていただけるように、工夫を凝らした37項目について展示をしています。スー
パーハイビジョンについては、2016年の実用化試験放送を目指して研究開発を加速しています。コンテンツ制
作から受信までさまざまなシステムや機器をご紹介しています。ハイブリッドキャストについては、今年試行
的にサービスを開始するサービスのイメージや、将来に向けて研究開発を進めているサービスをみなさまに体
験していただきます。
その他CGによる手話への翻訳技術や、触れることで放送を楽しむ技術など、すべての視聴者の方々に放送を
楽しんでいただくための人にやさしい放送の技術もご覧いただきます。ぜひ忌憚のないご意見をお願いいたし
ます。本日は誠にありがとうございました。
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講 演 (5/30)
講 演

1

新たな放送システム
〜高臨場感・ユビキタス・豊富な情報サービスを実現〜
英国放送協会（BBC）研究所長

マシュー・ポストゲート

氏

社会が産業時代から情報時代へと進むに伴い、放送も大衆に同時に一方向的にコンテンツを届けるものから、よ
り個々人に合わせたサービスへと変化しています。IPネットワークの普及によって放送局はカメラからお茶の間ま
で、エンド・トゥ・エンドでIPを使用することが可能になります。これは、質・波及範囲・情報量・双方向サービ
スといったさまざまな面で、現在より豊かな放送が可能になることを意味します。こうした進化は、高臨場感で、
ユビキタスで、豊富な情報を提供する新たな放送システムを実現するでしょう。
オリンピックは、これまでにもさまざまな革新的技術のお披露目の機会となってきました。2012年のオリンピッ
クにあたってBBCは、ロンドンオリンピックを「デジタルオリンピック」として打ち出し、新たな技術やサービ
スを紹介したいと考えました。BBC、NHK、そしてOBS（オリンピック放送機構）が協力し、スーパーハイビジョ
ンを通じてイギリスと日本の人々に新たな高臨場感映像音響を体験してもらいました。
2012年のオリンピックでは、コンテンツとともに豊富な情報サービスも視聴者に受け入れられることが実証さ
れました。現在は、スポーツの試合データなどを好みに合わせて表示・非表示にできるオンスクリーンのデータ
表示などについて調査しています。
高臨場感、ユビキタス、豊富な情報を特徴とする新たな放送システムを実現するのがエンド・トゥ・エンドのIP
システムです。IP網の速度がますます上がる中、IPインフラを使ってリアルタイムで放送品質の映像・音声を処理
できれば放送局にとってもメリットとなります。

講 演

2

次世代の高精細映像放送に向けて

東京理科大学教授

伊東 晋

氏

1953年に白黒映像で始まったテレビ放送は、今年で60周年を迎えました。その間、カラー化、衛星放送、
HDTVと進化し、1996年にCS経由で開始されたデジタル放送もついに昨年地デジへの移行が完了しました。テレ
ビ放送の完全デジタル化という大事業が自らの還暦のお祝いになりましたが、同時に次の段階へ進むべき時期で
あることも示唆しています。
この節目の時に、放送技術の歴史を振り返るとともに、放送独特の約束ごとについて再考します。これを踏まえ、
今後の新しい放送サービスと目されている「UHDTV（スーパーハイビジョン）」、「スマートTV」、「3DTV」の関
係について考察します。
4K・8Kとも呼ばれているUHDTVには、期待と批判の声がありますが、その開発・導入は、スマートTVのサー
ビスを深化させ、3DTVの実現も加速することでしょう。さらに4K・8Kは、放送以外の分野への展開も期待され
ており、基盤技術として、また日本のお家芸である高精細映像システムの国際競争力を強化する観点からも、早
期の実現が望まれます。
本講演では、4K・8Kの導入シナリオや技術基準の審議スケジュールなどについても、可能な限り展望します。
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研 究 発 表 (5/30)
研究発表

1

次世代放送システムのメディアトランスポート技術

次世代プラットフォーム研究部

青木 秀一

次世代放送システムでは、放送に加えて通信の利用による新たなサービスの実現が期待されています。
このため、技研では次世代放送システムにおける放送・通信連携の実現に向けて、放送や通信など複数
の伝送路を用いるコンテンツ配信に適した新たな多重化方式（メディアトランスポート方式）を研究し
てきました。また、新たな多重化方式MMT（MPEG Media Transport）の国際標準化が進められ、技研
は当初からこの活動に取り組んできました。
本発表では、放送の高臨場感コンテンツに加え、通信から取得した情報を合わせて表示することが容易に実現できるなど、
1対多の効率的な配信が可能な放送伝送路と、1対1の配信が可能な通信回線を同時に用いるハイブリッド配信サービスのメ
リットを紹介します。このサービスに必要な、異なる伝送路で伝送する映像信号や音声信号を組み合わせて用いることができ
るMMTの要素技術を、これまでの多重化方式と比較しながら紹介します。また、MMTの利用方法について、放送でも、通信
で使用されているIPパケットに乗せて伝送する方法が適していることについて説明します。最後に、技研で開発を進めている
MMT送受信装置の概要について発表します。

研究発表

2

スーパーハイビジョン対応HEVCリアルタイム符号化装置
テレビ方式研究部

杉藤 泰子

技研では、スーパーハイビジョン（SHV）放送の実現に向けて、極めて大容量の映像データを高
画質のまま効率的に圧縮する映像符号化技術の研究を行ってきました。また、新たな映像符号化方式
MPEG-H HEVC（High Efﬁciency Video Coding）/H.265の国際標準化が進められ、この活動に取り組
んできました。HEVCは既存の方式であるMPEG-4AVC/H.264の約2倍の圧縮性能を実現し、SHVのよ
うな大容量の映像フォーマットまでも取り扱うことができる特徴があります。今回、HEVC方式による世界初のSHVリアルタ
イム符号化装置を開発しました。
本発表では、HEVC映像符号化方式の概要と標準化活動、および今回開発したSHVリアルタイム符号化装置を紹介します。
HEVCでは、予測・変換ブロックサイズを拡張したこと、および4分木により領域を分割するなどの要素技術により、画素数
の多いSHV映像を高い圧縮性能で符号化できることをAVC/H.264と比較しながら紹介します。さらに、SHV映像信号を空間
分割して並列処理することで、高効率・高画質でリアルタイム処理が可能なHEVC方式の符号化装置を開発したので紹介しま
す。

研究発表

3

大画面シート型テレビを目指したフレキシブル有機ELディスプレー
表示・機能素子研究部

中嶋 宜樹

大画面で超高臨場感を体感できるスーパーハイビジョンの家庭導入には、薄くて軽く、収納性に優れ
たシート型ディスプレーが期待されています。技研では、これまでに駆動素子と発光素子に薄膜トラン
ジスター（TFT）と有機エレクトロルミネッセンス（EL）素子をそれぞれ用いたアクティブ型フレキシ
ブルディスプレーの研究を進めてきました。今回、多画素化に適した酸化物半導体TFTと高効率な新規
リン光有機EL素子を用いたフレキシブルディスプレーを作製しました。
本発表では、多画素化に際して必要な高速駆動を実現する酸化物半導体TFTについて紹介します。ゲート絶縁膜や保護膜と
して、大面積形成に有利な塗布型高分子絶縁材料を導入し、良好なスイッチング特性を持つTFTを作製しました。また、プラ
スチックフィルム上に200℃程度の作製温度でTFTを集積化するプロセスを開発しました。そして、高効率と長寿命を実現す
るリン光有機EL素子について紹介します。今回、発光層の材料を再検討し、現行比で消費電力が1/3、寿命が7倍の赤色発光
素子を開発しました。これらの技術を組み合わせて、対角8インチでVGA（640×480）画素を有するフレキシブル有機ELディ
スプレーを作製し、動画表示を実現しました。
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技術展示より
ハイブリッドキャスト
ハイブリッドキャスト

放送とネットを連携させることで、魅力的なサービスを提供できるハ
イブリッドキャストの実用化を進めています。標準仕様に準拠した受信
機とともに、放送を起点として動作するアプリで実現されるサービス例
を紹介しました。また、民放・有料放送事業者が提案するサービスも展
示しました。

「TV60」ハイブリッドキャストアプリ

ハイブリッドキャストのさらなる進化

実用化とともに、ハイブリッドキャストをさらに魅力的なものにする
技術の研究開発も進めています。番組をより楽しく、より便利にする高
度な機能など、今後の展開に向けた技術を展示しました。

8Kハイブリッドキャスト

ハイブリッドキャストアプリ制作・配信システム

ハイブリッドキャストの本格的な普及に向けて、アプリの制作や配信
管理を行う技術の研究開発を進めています。アプリを効率良く制作する
ためのシステムと、安全・安心に提供するための配信システムを展示し
ました。
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5

スーパーハイビジョン
機動的なスーパービジョン番組制作機材
実用的なスーパーハイ
ビジョン番組制作機材の
研究開発を進めています。
現行のハイビジョンと同
等の機動的な番組制作が
実現できる小型スーパー
ハイビジョン単板カメラ
システムと、使いやすい
映像伝送インターフェー
スを展示しました。

120Hzフルスペックスーパーハイビジョン
イメージセンサー
スーパーハイビジョン
の 国 際 規 格 に 基 づ い た、
フレーム周波数120Hzの
フルスペックスーパーハ
イビジョンイメージセン
サ ー を 開 発 し て い ま す。
これを用いて試作した3
板カラーカメラと表示装
置を展示しました。
また同じイメージセン
サーを応用した超小型
8KCubeカ メ ラ ヘ ッ ド も
開発し、展示しました。

映像伝送用光インターフェース

スーパーハイビジョンカメラ用小型記録装置
機動性の高い番組制作
を目指して、スーパーハ
イビジョンカメラ用小型
記録装置の研究を進めて
います。スーパーハイビ
ジョンカメラ信号を圧縮
して、固体メモリーへ高
速に並列記録する小型記
録装置を展示しました。

21GHz帯衛星放送によるスーパーハイビジョン伝送技術

8KCubeカメラヘッド

スーパーハイビジョンHEVCリアルタイム
エンコーダー

スーパーハイビジョン映像を効率的に圧縮・伝送するために、映
像符号化の研究を進めています。最新の映像符号化方式MPEG-H
HEVC/H.265によるスーパーハイビジョンリアルタイムエンコー
ダーを世界に先駆けて開発し、展示しま
した。

次世代地上放送に向けた大容量伝送技術

2016年のスーパーハイビジョン実用化試験放送開始を目指して、
スーパーハイビジョン地上放送を実現する
衛星伝送技術の研究開発を進めています。現在の衛星放送で使用さ ための研究を進めています。1チャンネル（帯
れている12GHz帯を利用することを想定した大容量伝送技術を紹 域幅6MHz）でスーパーハイビジョンを伝送
介しました。
する大容量伝送技術と、単一周波数網（SFN）
で隣接する送信局の信号を時空間符号（STC）
の処理をすることでSFNの劣化を抑える技術
を紹介しました。
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スーパーハイビジョン長距離光伝送システム

中継現場から放送局へスーパーハイビジョンの番組素材を伝送す
るために、光ファイバーを用いた長距離伝送システムの開発を進めて
います。72Gbpsの非圧縮スーパーハイビジョン信号を1本の光ファイ
バーで300kmを無中継で伝送できるシステムを展示しました。

音響一体型145インチスーパーハイビジョンディスプレー

家庭用スーパーハイビジョンディスプレーの研究開発を進めてい
ます。映像変換装置を小型化した平面型ディスプレーとスピーカー
アレーで、よりコンパクトに高い臨場感を体感できる音響一体型の
スーパーハイビジョンディスプレーを展示しました。

音響一体型スーパーハイビジョンPDP

超解像技術を用いたリアルタイム映像符号化システム

非圧縮スーパーハイビジョン信号伝送用120GHz帯FPU

スーパーハイ
ビジョン映像の
超高圧縮符号化
を 目 指 し て、 超
解像技術を応用
した画像復元型
符号化システム
の研究を行って
い ま す。 超 解 像
処理をパソコン
ボードに実装し
た4K解 像 度 の リ
アルタイム映像
符号化システム
を展示しました。

スーパーハイビジョンの番組制作で、カメラ映像などの番組素材
をケーブルを敷設せずに伝送できる無線伝送装置（FPU）の研究を
進めています。120GHz帯の電波を使用した非圧縮スーパーハイビ
ジョン信号の無線伝送を紹介しました。

次世代放送システムのメディアトランスポート技術

広色域スーパーハイビジョンシステム

放送と通信回線を横断的に組み合わせて、多彩なサービス展開が
できる多重方式MMTの国際標準化を進めています。MMTベース
の実験装置を用いて、スーパーハイビジョン放送に向けた適用例を
紹介しました。

スーパーハイビジョンは、高質感・高臨場感を伝えるために、鮮
やかな色も正確に再現できる広色域表色系を採用しています。この
広色域表色系に準拠したスーパーハイビジョンカメラとスーパーハ
イビジョンプロジェクターを展示しました。

スーパーハイビジョンシアター

日本全国を熱狂に包んだ昨年のロンドン五輪を、活躍した日本人選手を中心にダイジェス
トにしました。また、数千人のチームが、趣向を凝らした山車と、きらびやかな衣装に身を
包みパレードやダンスを4日間にわたり夜通し繰り広げる、「リオのカーニバル」。地響きさ
ながらの強烈なサンバのリズムに、思わず身体を揺さぶらずにはいられません。
4年に1度のスポーツの祭典であるオリンピックの感動と、豪華けんらんな衣装と迫力あ
るサンバのリズムを、3300万画素の高精細な映像と22.2マルチチャンネルの大迫力の音響
でお楽しみいただきました。
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立体・多視点
インテグラル立体テレビ

将来の立体テレビ放送を目指して、インテグラル立体テレビの研
究を進めています。自然で見やすい立体像の生成を目的とした撮像
技術として、小型化した立体カメラや博物館などでの活用を想定し
た応用技術を展示し
小型立体カメラ
ました。

多視点ロボットカメラシステム

多視点映像を映像制作や立体映像に応用する技術を研究していま
す。今回、9台のロボットカメラが1つの被写体に向かうように協
調制御することで、移動する被写体や広い空間に点在する被写体の
多視点撮影が可能な多視点ロボットカメラを開発しました。

立体カメラアレー

番組制作・支援技術
評判分析のためのTwitter解析技術
Twitterで、番組についてのつぶやきを自動的に解析する技術を
研究しています。いろいろなコミュニティーで気軽に話されている
つぶやきの解析技術を紹介しました。

IP無線モバイル中継技術
IP無線を利用したモバイル中継
技術の研究を進めています。無線
回線の帯域変動に追従して映像
レートを調節することで、映像が
途切れることを防ぐ新しい映像伝
送安定化技術と、この技術を応用
した小型IP無線伝送装置を展示し
ました。

8

低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式

国の周波数再編アクションプランに基づき、特定ラジオマイクの
周波数移行が検討されています。移行先の周波数帯でも安定に利用
できる低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式を開発し、試作し
た、ラジオマイクとイヤーモニターを紹介しました。

次世代地上放送の移動体・携帯端末向け伝送技術
移動体・携帯端末向け次世
代地上放送において、より高
精細な映像を安定に伝送でき
ることを目的として、高耐性
大容量伝送技術の研究を進め
ています。1チャンネルで3つ
のハイビジョン番組を伝送す
る技術を展示しました。
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P2Pライブ映像配信技術

大規模ネット配信を低コストで実現するP2Pによるライブ配信技
術を開発し、五輪ネット生中継などの実験で実用性を検証してきま
した。実用性をさらに高
める技術として、有線や
無線などの回線品質やス
マートフォンやタブレッ
ト端末などでの視聴に適
応する配信技術を展示し
ました。

2次創作を楽しむSNS型コンテンツ創作システム

放送通信統合型のアクセス制御システム

コンテンツの著作権管理保護の安全性とユーザーの利便性を高め
ることができる新たなアクセス制御システム（CAS）の研究を進
めています。放送サー
ビスと通信サービスを
統合的に管理し、さま
ざまなサービスを安
全、簡易に利用できる
システムを展示しまし
た。

携帯端末のカメラを用いた放送通信連携技術

ユーザーが楽しみなが
らCG（コンピューターグ
ラフィッス）コンテンツ
を創作・発信できるシス
テムの開発を進めていま
す。あるユーザーが投稿
し た コ ン テ ン ツ を 基 に、
他のユーザーが派生コン
テンツを創作し、共有し
て楽しめるサービスを展
示しました。

テレビ画面を携帯カメラ越しに撮影・視聴することで、新たな視
聴体験を提供する放送通信連携サービスの研究を進めています。撮
影したテレビ画面に対
して番組に連動するCG
を高精度に同期させて
表示する技術を紹介し
ました。

12/21GHz帯広帯域衛星伝送技術

素材映像マネージメントシステム「素材バンク」

スーパーハイビジョン放送の多チャン
ネル化など、将来の大容量放送の実現に
向けて、広帯域衛星伝送技術の研究開発
を進めています。現行の2倍の帯域幅ま
で対応可能な12GHz帯広帯域変復調器
と、300MHz級 の21GHz帯 広 帯 域 変 復
調器を試作し、展示しました。

映像制作に有効なメタデータを素材映像撮影時に取得する仕組み
と、蓄積された素材映像を自動的に解析してメタデータを生成する
技術を連携させる
ことにより、映像
制作に便利な素材
検索や柔軟な素材
利用を可能にした
「素材バンク」の
イメージを展示し
ました。

人にやさしい放送
気象情報を対象にした手話CGへの
翻訳システム

手話サービス拡充のため、日本語を手話
に翻訳してCGで表現する手話CG技術の研究
を進めています。気象ニュースを対象とし
て、手話CGに自動翻訳し、映像や字幕とと
もに表示するシステムを試作し、展示しま
した。
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2次元・3次元情報の触覚・力覚提示技術 お年寄りにも聞きやすい
視覚に障害のある方に地図などの2次元情 番組音声調整システム
報や美術品などの3次元情報を触覚や力覚で
伝える技術の研究を進めています。触れた
だけで図中の重要な場所がわかる触覚ディ
スプレーと、より実物に近い感覚で仮想物
体に触れる力覚提示装置を展示しました。

若い人に比べてお年寄りは、番組中の背
景音をうるさく感じたり、アナウンサーや
役者の音声が不明瞭で聞きづらいと感じた
りする傾向があります。受信側にアダプター
を取り付けるだけで、背景音は小さく、音
声は明瞭に
して聞きや
すく調整で
きる技術を
展示しまし
た。
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次世代放送デバイス
フレキシブル有機ELディスプレー

持ち運びに便利な超薄型で軽量のフレキ
シブルディスプレーの研究を進めています。
高効率・長寿命の有機EL素子を用いた対角8
インチのフレキシブル有機ELディスプレー
と、将来のシート型テレビの実現に向けた
要素技術を展示しました。

ホログラムメモリーの高速再生技術

スーパーハイビジョン用アーカイブ収録
を目指して、高速に映像信号を記録・再生
できる超大容量ホログラムメモリーの研究
を進めています。2次元ページデータを昨年
度比4倍以上の500Mbpsで読み出し転送で
きる実験装置を展示しました。

次世代撮像デバイスに向けた要素技術

カメラのさらなる性能改善に向けて新た
な撮像デバイスの開発を進めています。小
型で高画質なカメラを実現する有機撮像デ
バイスと、超高精細と高フレーム周波数の
両立を目指した3次元構造撮像デバイスの要
素技術を紹介しました。

研究開発成果の実用化
NHK技術の活用と実用化開発の紹介

（一財）NHKエンジニアリングシステムは、NHKの研究開発成果である特許や技術ノウ
ハウの周知と、放送技術の社会還元を目指した実用化のための研究開発を進めています。
NHKの特許技術と実用化に向けて開発中のシステムの中から、広く利用いただける技術を
展示しました。

ハイブリッドセンサー
マルチバンドISDB-T用
長遅延マルチパス対応STB

ジオラマ風
3D双眼鏡

22.2マルチチャンネル音響携帯プレーヤー

放送局で活躍する技術
NHKでは、豊かに、便利に、分かりやすく、安全・安心に放送を楽しんでいただけるよ
う、技術改善や新規開発を進めています。放送局で開発している技術や、すでに実用化さ
れた技術を紹介しました。

電子透かしによるTVと
携帯端末の連携

リモコン色ボタンチャンネル
誘導サービス
スカイマップ

10

遠赤外線超望遠カメラ
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デジタル放送受信相談
放送と通信が連携することで生みだされるサービ
スを紹介するとともにデジタルテレビの操作方法や
便利な機能を説明しました。合わせてデジタル受信
システム、東京スカイツリーの概要など、デジタル
放送受信に関するさまざまな疑問・質問にお答えし
ました。

放送博物館
今から60年前の1953（昭和28）年2月1日、テ
レビ放送は開始されました。NHK放送技術研究所
のテレビ開発に向けた取り組み、テレビ本放送開
始当時の映像や文献資料からテレビ放送が始まっ
た頃を振り返りました。

RCAテレビジョンカメラ
TK-30A型（1951年）

体験展示
やさしい日本語でニュースを読んでみよう あみの目の向こうのかくれんぼ

速く動いてもくっきり見える

難しいニュースを「やさしい日本語」で
人の目には不思議がいっぱいあります。 たくさんの絵を次々に表示して作られる
読んでもらい、夢のある未来のニュースに そんな不思議の1つを体験できる「かくれん 動きのあるテレビの映像。表示される絵を
関するクイズに答えていただきました。
ぼゲーム」。かくれているキャラクターを見 どんどん増やすと、速く動いているものも
つけて楽しんでいただきました。
くっきり見えるようになります。くっきり
見えるようになった映像でクイズに答えて
いただきました。

ポスター展示
・放送コンテンツの並列分散処理システム
・スーパーハイビジョン22.2マルチチャンネル音響ワンポイントマイクロホン
・インテグラル立体テレビ観視時の眼球の調節応答
・大規模災害など緊急放送の字幕付与に向けた音声認識の改善
・個人嗜好モデルに基づく番組推薦技術
・光電変換膜内の低電圧電荷増倍技術
・磁性細線の低電流磁区駆動技術
・薄型光ディスクを用いた高密度記録技術
・トンネル効果を用いたスピン注入型空間光変調器
・熱音響効果を用いたフレキシブル発音素子
・光波長多重を用いたディスプレー駆動技術
・セルフアライン酸化物TFT作製技術
・サブミクロンサイズの構造物による発光素子の指向性制御
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イベント
技研公開ガイドツアー

手話通訳付きガイドツアー

毎年好評の、技研の研究
員が同行して展示について
解説する「技研公開ガイドツ
アー」を6月1日（土）、2日（日）
の2日間実施しました。ガイ
ドツアーに参加された多くの
方から、説 明がとてもわか
りやすかったなど、感謝の声
をいただきました。

昨 年大 変 好評だった手話
通訳つきガイドツアーを今年
も5月30日
（木）〜 6月2日
（日）
の4日間実施しました。
「人に
やさしい放 送」の研 究など
について興味深くご覧いただ
きました。

スタンプラリー

工作体験

6月1日（土）、2日（日）の2日間、
スタンプラリーを実施しました。技
研公開の会場内に5つのスタンプを
配置し、すべてのスタンプを集めて
いただいた方には、プレゼントを差
し上げました。スタンプラリーには、
2日間で合わせて2,899名のお子様
を中心とした来場者に参加していた
だきました。

6月1日（土）、2日（日）の2日間、小学生以上の親子を
対象として、工作体験を実施しました。ふしぎバネ電話工
作を親子で体験していただきました。2日間で444名の来場
者に工作を楽しんでいただきました。

実験室探検隊
6月1日（土）、2日（日）の2日間、
NHKネットクラブと連携し、技研の
特殊な実験室を案内するツアー「実
験室探検隊」を実施しました。音響
無響室、電波無響室などの、技研内
の特殊な実験室を、技研の研究員が
研究内容の紹介などを交えながらご
案内しました。

来場者より
次世代のテレビサービスとして、
８Kとハイ
ブリッドキャストの実現性を実感しました。
会場入り口で 技研どーもくん と
新ラボちゃん に会えて、技研の親
近感が増しました。
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日本のメーカーが元気になれ
大画面シート型テレビの実現を目
指して、フレキシブルディスプレー
の研究に大いに期待しています。

るよう、一体となって頑張って
欲しいです。
研究成果をどんどん実用化してほしい

館内に流れるBGM（ 技研公開2013

です。特に手話CGは早く実用化した

テーマ音楽）
が心地よかった。

方が良いのではないでしょうか。
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