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8K シアターカメラを開発

〜オペラ中継で新たな可能性を開拓〜

世界最高峰のオペラ、ミラノ･スカラ座 ｢リゴレット｣。NHKは、9月15日、NHKホールで上演された模様を、NHKふ
Topics
れあいホール（渋谷）と仙台放送局の2会場で8Kスーパーハイビジョン（SHV）によるライブビューイングを実施しました。
今回、技研が新たに開発した「SHVシアターカメラ」を用いて撮影し、あたかもNHKホールで観覧しているかのような
臨場感を多くの来場者に体感していただきました。
ライブビューイングは映画館などのスクリーンや大型モニ
ターを使ってスポーツや公演などをライブ中継し、遠くに離
れていて会場で観覧できなくても、同時に楽しんでいただく
ことが可能で、高い臨場感を生み出すSHVにはうってつけの
イベントです。NHKでは、これまでもロンドン五輪や紅白
歌合戦、東京ガールズコレクションなどのライブ中継を実施
してきました。
オペラの劇場公演は、非常に暗いシーンが多く、オーケス
トラ演奏の妨げになるような騒音を出せない制約があるた
め、従来のSHVカメラでは撮影ができませんでした。新たに
開発したSHVシアターカメラは、2.5インチの大型撮像素子
を採用し、信号処理によってノイズを低減するとともに、撮
像素子の冷却方法を見直し、従来のSHVカメラに比べ約2倍
の感度と、聴感上問題のない静粛性を実現しました。

ふれあいホールでのライブビューイングの様子

今回のライブビューイングでは、舞台全体を撮り切るサイ
ズで画角を固定した映像を3時間にわたって中継するなど、
超高精細映像の特徴を生かした新しい演出を試みました。ラ
イブビューイングの会場では、公演後もカーテンコールで拍
手が鳴りやまないほど好評で、まさにSHVの新たな可能性を
切り拓くコンテンツとの巡り合いになりました。
暗いシーンにも強いSHVシアターカメラの登場により、さ
まざまな劇場公演を撮影・中継することが可能になります。
今後も、さらなる高感度化や運用性改善などを図り、SHVの
普及展開を促進していきます。
SHVシアターカメラ
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ABU 年次総会で技研の最新技術を展示
10月23日から29日に、ABU（アジア太平洋放送連合）*の第50回年次総会と、番組や技術などの関連会合がベトナム・
ハノイで開催され、54の国と地域から155の放送機関が参加しました。ABUに参加する多くのアジア諸国は、これから
放送のデジタル化を迎える状況にありますが、NHKの次世代放送サービスに向けた取り組みにも関心が寄せられていま
Topics
す。
今回、NHKは、85インチの液晶ディスプレーを用いて8Kスーパーハイビジョン（SHV）を上映するとともに、9
月2日に日本で開始したハイブリッドキャストサービスと、開発中のタブレット端末を用いた番組連動型サービスを
展示しました。さらに、技術委員会の基調講演とCTO（技術経営者）フォーラムにて、SHVの実用化に向けたロード
マップやハイブリッドキャストの最新技術を紹介し、放送の発展
に新たな放送サービスの創造が重要であることをアピールしまし
た。 また、NHKは、CO2削 減 の取 り 組 み に対 し て、「ABU Green
Broadcasting Engineering Award」を受賞しました。
2014年にマカオ、2015年にインドネシアでのABUの総会開催も
決定しました。今後もNHKは、アジアの放送事業者との連携を図り
ながら、ABUにおいても先導的な役割を果たしていきます。
* ABU（Asia-Pacific Broadcasting Union）：アジア太平洋地域のラジオ・
テレビの発展を図るための放送機関の連合体
SHVとハイブリッドキャストの展示の様子

海外派遣報告「ミシガン大学」
新機能デバイス研究部

中田 充

2013年8月末から半年間の予定で、アメリカのミシガン大学に滞在し、
ディスプレー駆動用の高性能薄膜トランジスター（TFT）の研究を行っ
ています。近年の液晶ディスプレーや有機エレクトロルミネッセンス

Topics

（EL）ディスプレーの発展は目覚ましく、大画面化や多画素化、軽量化
が急激に進展してきました。さらなるディスプレーの高機能化には表示
素子を駆動するTFTの性能向上が重要であり、世界中で研究が進められ
ているところです。
所属する大学の研究室には、さまざまな国から留学生や研究員が集ま
り、TFTの高性能化やTFTを用いた画素回路に関して世界トップレベル
の研究が行われています。このような環境の中、大画面化や多画素化に
適した画素回路に関する研究に取り組むとともに、国際会議への参加や
ディスプレー分野で最先端の研究を進める研究者との交流を通して最新の研究動向も調査します。これらの貴重な経験を
技研のディスプレー研究に生かし、8Kスーパーハイビジョン放送に適した軽くて薄いシート型ディスプレーの早期実現を
目指します。
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タイムザッピングサービスに向けた
研究
ハイブリッド放送システム研究部

竹内 真也

放送番組を視聴するスタイルが多様化し、ハードディスクレコーダーやVOD（ビデオオンデマンド）サービスを利
用して、視聴者が好きな時間に番組を視聴するタイムシフト視聴が浸透しています。技研では、放送によるリアルタイ
ム視聴と通信による過去の番組のタイムシフト視聴をつなぐ新しい放送サービスとして、時間方向にザッピング*しな
がら番組を視聴する「タイムザッピングサービス」の研究を進めています（図1）。このサービスでは、リモコン操作に
応じて、現在視聴しているチャンネルの「10分前」、「1時間前」など指定した時間だけシフトした番組シーンを提供し、
視聴者は過去のさまざまな番組のそれぞれの番組シーンをザッピングしながら視聴できます。
番組単位で選択する従来のタイムシフト視聴とは違い、さまざまな番組のシーンを見ながら、見たい番組を探すこと
ができるため、これまで気づかず見逃して
7日
しまった番組との新たな出会いが期待でき
先々週の
ます。
放送局
ドラマ
先週の
このサービスを実現するには、多数の視
ドラマ
聴者が任意の番組シーンをザッピングで視
3日前
聴することが想定されるため、放送局が管
2日前
固定時間の
理する配信サーバーへのアクセス集中が課
タイムザッピング
ジャンプ
1日
題となります。そこで、番組のファイルを
1日前
ザッピングに適した長さに分割し、配信サー
ネットワーク
7日
1日
バーと同期して分割ファイルを複製保存す
2時間前
今週の
るサーバー（キャッシュサーバー）を複数
ドラマ
1時間
1時間前
用いることによって、負荷の分散を行う配
現在
1時間
信システムを開発しました（図2）。キャッ
総合 Eテレ
BS1
BS
シュサーバーは、永続的に増加し続ける番
テレビ
プレミアム
組を複数のサーバーで分散して保存してお
チャンネルザッピング
り、放送日や時刻で番組シーンを管理・検
リモコンボタンでザッピング
索することが可能です。
図1：タイムザッピングサービス
このシステムを用いて、数年分の番組を
保存して視聴実験を行った結果、普段はあまり視聴しないジャンルの番組を発見して視聴する傾向が得られるなど、タ
イムザッピングサービスの効果が確認できました。今後は、放送日や時刻に加えて、出演人物などのキーワードを利用
してザッピングができる新しい視聴システムの研究を進めます。
* ザッピング：テレビ視聴時に、複数の番組を一見しながら頻繁に切り替えて見たい番組を探すこと
放送と同時に
リアルタイム配信

ファイルサーバー
（配信サーバー）
全放送番組を保存

番組コンテンツファイルを
キャッシュサーバー間で協調して保存
リモコンで視聴したい
番組コンテンツを要求
（放送日・時刻）

リクエストによる配信

キャッシュサーバー

図2：配信システム
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連載

ビッグデータ利活用技術（全 4 回）

この連載では、情報通信技術（ICT）分野で注目が集まっているビッグデータについて、放送サービスでの利用に向けたデー
タ分析技術や処理システムについて紹介します。
第2回

Twitter解析技術
ヒューマンインターフェース研究部

小早川 健

放送番組が視聴者の皆様にどのように受け止められているのか、作り手として気になるところです。
番組に対する感想や意見を解析する技術は評判分析と呼ばれ、好評・不評のどちらであるのか、意見の対象となっている
部分は具体的に何かなど、自動的に判別することが私たちの研究の目標です。この研究分野には10年以上の歴史がありますが、
ビッグデータ時代と呼ばれる近年になって、ますます注目を集めています。特に放送に関する評判分析では、放送が多くの方々
に向けた媒体であり、意見の話題が多岐にわたります。評判分析研究が多数の学習事例を必要とすることから、放送と評判
分析研究は親和性が高いと考えられます。
今回は、放送局に対するTwitterでの「つぶや
き」が、どの番組に対する意見なのかを自動判

つぶやき

についてのものかを判定します。

つぶやき

開始前や終了後につぶやかれることは珍しくな

つぶやき

福祉

つぶやき

キッズ
語学

ドラマ

つぶやき

されていないものや、話題を明示するハッシュ

趣味
教育

音楽

つぶやき

く、つぶやきの本文中に番組の正式名称が明記

つぶやき

バラエティー

数多くの番組に対する意見を分析することは
容易ではありません。番組に対する意見が放送

劇場
公演

さまざまな番組

映画

することによって、番組に関する意見なのかどう
か、そして、番組に関する意見ならばどの番組

ニュース
報道

アニメ
特撮

定する技術（図）を紹介します。この技術は、
放送番組の紹介文とつぶやきとの類似度を計算

ドキュメンタリー
教養

つぶやき

スポーツ
情報
ワイドショー

つぶやき

つぶやき

番組に対するさまざまなつぶやき

タグという文字列が用いられていないつぶやき
も多くあるからです。このようなつぶやきから番
組に対する意見を判定するには、番組内容に特

体系的・網羅的な分析結果

徴的な検索語を選定する必要が生じます。開発

総つぶやき数（1,322 件）

したTwitter解析システムでは、この選定を自動
化することによって、NHKの番組についての意
見を体系的・網羅的に分析できるようになりま
した。
Twitterに代表されるビッグデータには、さま
ざまな情報が潜んでいる可能性があります。現
在は、短期的なデータの分析に留まっています
が、長期にわたるデータの傾向を分析する技術

番組 A
421 件
番組 B
81 件
番組 C
87 件

の発展も求められています。引き続き、視聴者
の皆様の意向をくみ取り、番組で活用できるよ
う研究を進めていきます。

番組 D
733 件
0%

50%
ポジ

ネガ

中立

要望

推薦

100%
待機

視聴

予定

その他

図：Twitter解析システムによる分析
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Tel：03-5494-1125（代表） Fax：03-5494-3125 ホームページ：http：//www.nhk.or.jp/strl/
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