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技研公開 2014

5月29日（木）〜 6月1日（日）
午前10：00 〜午後5：00

※終了30分前までにご入場ください

最新の研究成果を展示する一般公開イベント 「技研公開2014」 を5月29日（木）から
6月1日（日）に開催します。今年は、「ココロ動かすテクノロジー」 をテーマに、2016
年の試験放送を目指す8Kスーパーハイビジョンや、昨年サービスを開始したハイブリッド
Topics
キャストのさらなる高機能化技術、2020年のさらに先の将来に実現を目指す立体テレビ
の技術など、31の技術項目を紹介します。詳細は、技研のホームページをご覧ください。
URL http://www.nhk.or.jp/strl/

研究発表
5月29日（木） 午前10:20 〜午前11:20

入場無料
主な展示
8Kスーパーハイビジョン
・120Hz 小型カメラ・映像システム
・シアターコンテンツ撮影用カメラ
・衛星・地上・ケーブル伝送技術
・ディスプレー 一体型音響システム

ハイブリッドキャスト
・NHK・民放各社の最新サービス
・ハイブリッドキャストの高度化技術

人にやさしい放送
・音声認識による字幕制作
・触覚・力覚提示技術

デバイス

・フレキシブル有機ELディスプレー

立体映像
・インテグラル立体テレビ
・ホログラフィー立体表示用デバイス

・ 放送通信連携システムの機能拡張
〜ハイブリッドキャストの高度化に向けて〜
・ 8Kスーパーハイビジョンにおける
光インターフェースの開発と標準化動向
・ 多視点カメラを用いたインテグラル立体像の生成手法

講演
5月29日（木） 午前11:30 〜午後0:50
・「8Kスーパーハイビジョン 医療応用への期待」
自治医科大学 学長 永井 良三 氏
・「木を見て森を見るビッグデータ解析技術」
情報・システム研究機構理事 統計数理研究所長 樋口 知之 氏

スーパーハイビジョンシアター
5月29日（木）〜 6月1日（日） 午前10:00 〜午後5:00
・ミラノ・スカラ座 来日公演 「リゴレット」 ハイライト
※研究発表・講演の時間帯は休止します。

イベント
5月31日（土）、6月1日（日）
・ ガイドツアー： 研究員がガイド役となり、見どころを案内します。
・ スタンプラリー：クイズに答えてスタンプを集めましょう。

※今後、スケジュールが変更になることがあります。ご来場の際は、技研ホームページ等でご確認ください。
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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NAB Show 2014

着実な 8K の進化を体感していただきました

4月7日から10日にかけて、米国・ラスベガスのコンベンションセンターで世界最大の放送機器展NAB Show
2014*1が開催され、期間中9万人以上が来場しました。NHKは、次世代の高臨場感放送システムとして研究開発と
標準化を進めている8Kスーパーハイビジョン（SHV）や、昨年9月にサービスを開始した放送通信連携サービス ハ
Topics
イブリッドキャストについて、最新の研究開発成果を出展しました。
NHKブースでは、350インチスクリーンとSHVプロジェクターによる8Kシアターを設け、平和への願いを込めて
打ち上げられる「長岡花火大会」の夜空を彩る花火や、今年2月に開催された「ソチ冬季五輪」の開会式や女子フィギュ
アスケート、鎧を身にまとった騎馬武者が繰り広げる福島県相馬の伝統行事 「相馬野馬追」 の模様を上映。全93席
の8Kシアターは連日ほぼ満席となり、期間中に約5,300人の方にご覧いただきました。「素晴らしい映像で、自分が
そこにいるように感じた」、「最後に涙が出た」 など、8Kへの期待がますます高まっています。
このほか、研究開発成果の展示コーナーでは、カメラヘッドを約2kgに軽量化した超小型CUBEカメラや、現行の
デジタル放送で使用しているMPEG-2の約4倍の圧縮効率を実現したHEVC*2リアルタイム映像符号化装置、家庭で
22.2マルチチャンネル音響を再現できるディスプレーと一体化したスピーカーシステムなど、SHVの最新機器も紹介
しました。

NHK 展示ブースの様子

8K シアターでのコンテンツ上映

米国での次世代地上波放送に向けた標準化動向

米国では、現在ATSC*3において、次世代の地上デジタル放送方式 ATSC3.0に関する標準化作業が進められてい
ます。技研は、この標準化活動に寄与すると共に、8K SHVの普及展開を図っています。
これに連携して、NAB ShowのNHKブースでは、今年1月に熊本県人吉で実施した8K SHVの長距離地上伝送実
験の模様を紹介ビデオでアピールするとともに、UHF帯1チャンネルの電波を用いた8K SHV地上伝送のデモンスト
レーションを実施し、放送関係者から大きな注目を集めました。
今後もNHKは、次世代の放送サービスとして8K SHVやハイブリッドキャストの高機能化技術の研究開発を促進し
ていくとともに、国際標準化においても大きな役割を果たしていきます。
*1 NAB Show（National Association of Broadcasters）
：全米放送事業者協会が毎年4月に主催する放送機器に関する展
示会・国際会議
*2 HEVC（High Efficiency Video Coding）：MPEG-H HEVC/H.265.ISO（国際標準化機構）/IEC（国際電気標準会議）
とITU（国際電気通信連合）が共同で標準化を進めている映像符号化方式
*3 ATSC(Advanced Television Systems Committee)：米国における地上デジタル放送方式の標準化団体。米国の現行地
上デジタル放送方式をATSC1.0と呼んでいる。
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複数のプロジェクターを用いた
インテグラル立体映像表示
立体映像研究部

岡市 直人

ハイブリッドキャスト、8Kスーパーハイビジョンの次の放送サービスを目指して、技研は、特殊なメガネが不要なインテ
グラル立体テレビの研究を進めています。インテグラル立体テレビは、自由な姿勢で立体映像を見ることができ、視点位
置に応じて映像の見え方が変化する特長があります。
インテグラル立体テレビでは、映像の撮影と表示に複数の微小レンズを並べたレンズアレーを使用します。立体映像の
撮影では、被写体からさまざまな方向へ発せられる光線の情報を撮影用のレンズアレーを通して 「要素画像」 として記録
します。たくさんの光線の情報を記録した要素画像を表示することで、より高品質な立体映像を再生することができるため、
非常に多くの画素を持つプロジェクターなどの表示装置が必要となります。現状では8Kを超える画素数をもつ表示装置は
ないため、単体の表示装置で再生できる立体映像の品質には限界があります。そこで、複数のプロジェクターを使用して
表示装置を多画素化することにより、立体映像の品質の一つである 「視域」 を向上させる装置を試作しました。
拡散板

レンズアレー

方向制御レンズ

レンズアレー

プロジェクター
( 視域 1 用 )
プロジェクター
視域

1 要素画像

視域 2

1 要素画像

視域 1

立体映像が見られる範囲
さまざまな方向の
光線を記録した画像
図 1：1 台のプロジェクターによる
インテグラル立体映像の表示（従来手法）

視域とは立体映像を見られる範囲のことで、視域が広
いほど多くの人が同時に立体映像を楽しむことができま
す（図1）。 試作した表示装置では、プロジェクターの
投射方向を制御できる方向制御レンズ（フレネルレンズ）
を用いて、それぞれのプロジェクターが形成する視域を
結合し、広い視域を実現しました（図2）。また、プロ
ジェクターから斜め方向に投射した1要素画像とレンズ
アレーの各レンズの位置が一致しないことで立体映像が
ひず
ひず
歪 むため、計算機による画像処理を行い、歪みのない
立体映像を再生する技術も開発しました。 試作装置で
は、4台のプロジェクターを使用し、従来の装置よりも
水平方向に約2.5倍、垂直方向に約2倍、視域を拡大す
ることができます。
今後も、より高品質なインテグラル立体映像を表示で
きるように、 複数の表示装置を用いて多画素化する要
素技術の研究に取り組んでいきます。
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プロジェクター
( 視域 2 用 )

複数の視域を結合して
視域を拡大する

図 2：複数のプロジェクターを用いた視域の結合

プロジェクター 4 台

方向制御レンズ

レンズアレー

図 3：試作装置の外観
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連載

素材映像マネージメントシステム 素材バンク（全 5 回）

この連載では、映像制作に便利な素材検索と柔軟な映像の加工・合成を容易にする「素材バンク」について、これらを支
える要素技術とともに紹介します。

第3回 カメラ姿勢情報取得技術
ハイブリッド放送システム研究部

三ッ峰 秀樹

番組制作の際に素材映像の検索や加工を支援する情報（メタデータ）を、撮影時に取得したセンサー情報や蓄積した映
像の解析によって自動で映像に付与する「素材バンク」
。今回は、その要素技術として映像加工に役立つカメラ姿勢情報取
得技術を紹介します。
近年の番組制作では、CG で描画した被写体をカメラで撮影した実写映像に合成する映像加工が頻繁に行われています。
映像加工の際に、カメラの動きに合わせて CG を描画することで、あたかも CG の被写体がその場にあるような自然な映
像合成が可能です。これまで、映像加工に必要なカメラの動き（カメラ姿勢）情報の取得には、センサー技術による手法
と映像解析技術による手法がありました。前者は、頑健ですが精度が低く、専用の特殊な三脚やクレーンが必要です。後
者は、高精度で高度な映像合成に向いていますが、撮影した絵柄によっては精度が低下します。これら従来手法の課題を
解決するとともに、それぞれの長所を活かしたセンサー融合技術を開発しました。

ハイブリッドセンサーの開発

カメラの動きの制約を取り除くため、ジャイロセンサーと床面向きに設けたセンサーカメラの映像を利用し、カメラの
向きや床面に対する移動量を計測する小型のハイブリッドセンサーを開発しました。

絵柄による精度低下を抑制する映像解析技術

映像解析では、実写映像の被写体にある特徴的な部位（特徴点）を抽出・追跡することでカメラの姿勢を推定しますが、
絵柄によって特徴点の追跡誤りの割合が増加し、推定の精度低下を引き起こします。そこで、映像に含まれるスタジオセッ
トの小道具や机のように静止した被写体の位置関係が変わらないことを利用して、追跡誤りを抑制することで、推定技術
の高精度化を実現しました。

センサー融合技術の開発

映像解析時にカメラ姿勢の推定精度を評価し、精度が低下した映像区間についてハイブリッドセンサーで得た姿勢情報
からカメラ姿勢を再推定します。これにより、高精度でより頑健なカメラ姿勢情報の自動取得を実現しました。
今後は、映像解析手法の高速化や、多様な映像加工ツールとのインターフェースの開発などを進め、番組制作現場での
活用を目指していきます。
自由なカメラ
ワークを実現

カメラ姿勢情報
( カメラの位置、
ハイブリッド 向き )
センサー

素材バンク

カメラ映像

CG 描画装置
センサー融合に
よる再推定
映像解析による
カメラ姿勢推定

素材
映像

推定精度
判定

高精度カメラ
姿勢情報
センサー情報を
利用し高精度化

映像合成装置

被写体の位置関係を
利用し頑健化・高精度化

蓄積

蓄積している間に自動生成

利用

図：
「素材バンク」におけるカメラ姿勢情報の取得と利用
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