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「技研公開 2014」に、20,115 人がご来場
NHK放送技術研究所（技研）は、5月29日（木）から6月1日（日）の
4日間、最新の研究成果を展示する 「技研公開2014」 を開催しました。
「ココロ動かすテクノロジー」 をテーマに、2016年の試験放送に向けて
Topics
着実に進化し続ける8Kスーパーハイビジョンや、昨年9月に開始したハイブ
リッドキャストの高度化技術、立体テレビや人にやさしい放送技術など31項
目を展示し、20,115人の方々にご来場いただきました。
8K スーパーハイビジョン

放送通信連携

立体テレビ

新 開 発 の3,300万 画 素120Hz単 板 イ
自然で見やすく、特別なメガネが不要
通信を活用して放送をより豊かにする
メージセンサーを用いた超小型120Hz プラットフォーム ハイブリッドキャスト なインテグラル立体テレビのさらなる高
カメラを展示するとともに、映像符号化 のさらなる発展を目指し、多様で高機能 品質化を図った撮影と表示の技術などを
技術、大容量の衛星伝送技術などを紹介。 なサービスの提供に必要な高度化技術を 紹介。
紹介。

人にやさしい放送技術
物体の形状や硬さの触感覚を伝達する
システムを展示し、多くの方に体験して
いただきました。顔表情を取り入れた手
話CG翻訳システムなども展示。

放送現場で活躍する技術

高度番組制作技術

次世代の放送デバイス

8Kス ー パ ー ハ イ ビ ジ ョ ン 用 の 大 型
水中でのワイヤレス中継の実現を目指
す可視光を用いたワイヤレスIP伝送技術 ディスプレーの実現を目指すフレキシブ
や、デジタルワイヤレスマイクの技術な ル有機ELディスプレーの要素技術などを
展示。
ど、さまざまな技術を紹介。

放送博物館

体験展示

ポスター展示

高解像度のカメラ映像を利用して画質
体験型の展示2件と、専門家を対象と
日本のテレビ産業が世界に大きく発展
劣化なく画面の揺れを補正する技術や、 する絶好の機会となった1964年の東京 した9件のポスターを展示し、最新の研
ビッグデータをCG映像で可視化するシ オ リ ン ピ ッ
究成果を紹介。
ステムを展示。
ク。 当 時 の
放 送機 材 や
中継の様子
を紹介。
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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

籾井 勝人

本日は、ご多忙にもかかわらず、NHK放送技術研究所一般公開のオープニング
セレモニーにご出席いただき、誠にありがとうございます。また平素より、NHKの
事業運営に、格別のお力添えを賜り、厚く御礼申し上げます。
私たちは、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力し
てまいりました。これまで積み重ねてきた歴史と伝統の重みをしっかりと受け止め、
今後とも、正確で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、視聴者の皆さまからの期待と信頼に応えてまいります。
現在のNHK経営計画は「公共」、
「信頼」、
「創造・未来」、そして「改革・活力」の4つを重点目標として、
さまざまな取り組みを進めております。特に、
「創造・未来」につきましては、放送技術研究所を中心に、
新たな放送技術の研究・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まいります。
その中でも一番力を入れている
「スーパーハイビジョン」につきましては、2016年の試験放送に向け、研究・
開発を一層加速しているところでございます。また、昨年9月に開始した「放送通信連携サービス、ハイブリッ
ドキャスト」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ることで、より豊かな放送サー
ビスを提供してまいります。
関係各団体・組織との連携を深め、
「オールジャパン体制」での取り組みを加速してまいります。
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。
これからも、
さらなる技術革新や社会状況の変化に的確に対応し、
常にチャ
レンジ精神をもって、世界の放送技術の先導的な役割を担うという強い意志を持って、取り組んでまいりた
いと考えています。
ご出席いただきました皆さまには、今後とも一層のお力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございます。

挨 拶

NHK放送技術研究所長

藤沢 秀一

本日は、NHK技研公開2014のオープニングセレモニーにご臨席賜り、誠にあり
がとうございます。NHK放送技術研究所は1930年にここ砧の地に設立されてから
84年を迎え、技研公開と致しましても1947年にスタートしてから今年で68回目と
なります。これもひとえに皆様のご支援のたまものと改めて感謝申し上げます。
今年の技研公開のテーマは「ココロ動かすテクノロジー」です。8Kスーパーハイ
ビジョンや自然で見やすい立体テレビなど、極めて高い臨場感を通して視聴者の皆
様に感動を提供したいという気持ちと、ハイブリッドキャストや人にやさしい放送な
ど出来る限り多くの人々に便利で魅力的な放送サービスを享受していただきたいという気持ちを込めて31
項目の展示をご用意いたしました。
スーパーハイビジョンにつきましては、次世代放送推進フォーラムを中心にオールジャパンの体制でその
実現に向けて取り組んでいるところですが、今年の展示では、2016年の試験放送、2020年の本放送を実
現するための番組制作から伝送、受信に至る要素技術を余すことなくご覧いただきます。
ハイブリッドキャストについては、2009年にここ技研で研究を開始して約4年後にあたる昨年の9月より
試行サービスが開始され、対応受信機の普及も進んでいると伺っております。
今年2月のソチオリンピックでは、既に始まってしまった放送番組をあたかも巻き戻して頭から見直すこ
とが出来る「時差再生サービス」など、より高度な放送通信連携サービスを提供できるようになりました。
きたん
今年の技研公開では、さらにその先を行く進化型のハイブリッドキャストをご提案しています。ぜひ忌 憚の
ないご意見を賜りたくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
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講 演 より
講 演

1

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

8Kスーパーハイビジョンの開発が進んでいます。よく見えることは、新しい発見につなが
るし、人間の意識や行動様式を変える力があります。よく見るために、人間はこれまで望遠
鏡や顕微鏡を開発してきました。しかしそれは個人の観察であり、多くの人々がその経験を共有するには、高精度
のモニターが欠かせません。
医療における応用範囲は広いです。直ちに活用できるのは、遠隔医療や医学教育であります。実際、病理医不足の
なか、特殊ながんを診断できる病理医の数は全国でも限られています。情報ネットワークと高精度モニターを組み
合わせれば、へき地だけでなく、都会の診療にも大きく貢献するでしょう。
高精度モニターは手術手技の教育にもきわめて有用です。近年、微小な血管や神経線維をつなぐ手術が増えてき
ました。このため、拡大鏡や顕微鏡を用いた手術が日常的に行われています。しかし術野を観察できるのは術者の
みで、術者以外はテレビモニターを通じて手術の進行状況を把握し、先輩の外科医の手技を学びます。モニターの
解像度が向上すれば、従来のハイビジョンでは見ることのできなかった細い糸や針先を術者以外も観察でき、その
教育効果は大きいでしょう。また、術者自身も手術後にビデオを見直すことにより、手術中には気づかなかった多
くの点を学習できます。さらに手術中の術野を拡大撮影することにより、病変部位の同定にも役立ちます。
内視鏡検査の発達も著しいです。消化管（胃や腸）の内視鏡では、すでに毛細血管を観察できるレベルまで解像
度が向上しています。細胞レベルの観察が可能となれば、より早期のがんを発見できます。しかしながら、内視鏡
の観察画像を8Kスーパーハイビジョン用に撮影するには、まだ多くの技術的課題があります。内視鏡の開発技術は
わが国の独壇場であります。医療の向上と医療イノベーションのためにも、内視鏡用8Kスーパーハイビジョンの速
やかな開発が望まれています。

講 演

2

木を見て森も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

ビッグデータの登場は、モノ、ヒト、コトの動き、つまり私たちの生活がまるごとデジタ
ル化されクラウド上で再現できる時代が到来したことを意味します。ビジネスにおけるビッグ
データの価値は、あらゆるビジネス機能やサービスのスマート化と、イノベーションの発掘による未来への効果的
投資の二点に集約できます。この観点を公共部門において考えると、あらゆるサービス受益者の満足度の向上と、
レアではあるが重要な社会的要因を発見することと対応づけられています。ビッグデータの利用技術上の多くの困
難は、この相反する目的を同時に達成する要請からもたらされています。例えば、どんなにデータ量が多くても、
ある程度の精度で全体像が知りたければ、統計学の王道芸であるサンプリングで十分ですが、それではほぼ確実に
レアな事象を見逃しています。つまり、ビッグデータの利用には、木も森も両方見る技術が不可欠なのです。
ビッグデータの利用技術は、大別すれば、データ可視化、データ解析、データ工学の三要素からなります。デー
タ可視化は探索的データ解析の一技法と類別可能ですが、ビッグデータの登場により、ナウキャスティング（今を
把握する）に欠かせない重要な役割を担うことになりました。データ工学は、主としてデータ量および通信量の増
大と直結した問題解決に必需の技術であります。知りたい情報がデータからは完全には得ることができない状況、
つまりデータの不完全性を乗り越えるためには、先進的なデータ解析技術が必要になります。データの不完全性の
例は、データの欠損や異常値の混入などのありふれた問題から、逆解析不安定性のような推論構造上不可避の問
題など、多種多様かつ多数存在します。本講演では、ビッグデータの解析において陥りやすいポイントを解説する
とともに、インピュテーション、リンケージ、ストリーミング計算などのデータ解析に関する研究トレンドを紹介し
ました。
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研 究 発 表 より
研究発表

1

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〜

ハイブリッド放送システム研究部

大亦 寿之

ハイブリッドキャストは、通信を活用して放送をより豊かにするためのプラットフォームです。
昨年9月、NHKは放送と通信を連携させた新しいテレビサービス NHK Hybridcast を開始しま
した。ハイブリッドキャストのさらなる発展を目指し、多様で高機能なサービスの提供に必要な放送通信連携システム
の高度化技術の研究開発に取り組むとともに、ハイブリッドキャストの技術仕様の拡張に関する標準化活動にも寄与し
ています。
本報告では、放送局以外の事業者によるハイブリッドキャストのサービスの提供も可能にする技術をはじめ、視聴者
に安全・安心なアプリケーションを配信し、放送局とサービス事業者が円滑にサービスを提供するためのシステムモデ
ルとともに、今後の実用化に向けた取り組みや、8Kスーパーハイビジョン時代のハイブリッドキャストの展望を紹介し
ました。

研究発表

2

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

テレビ方式研究部

添野 拓司

8K解像度（7,680
次世代放送システムである8Kスーパーハイビジョン（8K SHV）の実現に向け、
×4,320画素）
、フレーム周波数120Hz、階調12ビット、広色域表色系のフルスペック8K SHV機
器の開発を進めています。これまで8K SHV信号の機器間伝送に多数の同軸ケーブルを要するなど、実運用面での課題
があり、１本のケーブルで機器間伝送が可能なインターフェースの開発と早期の標準化が求められていました。
本報告では、今年3月にARIB STD-B58として標準規格となった8K SHV機器間インターフェースについて、インター
フェースへの要求条件を満たす物理層の10Gbps光マルチリンク形式および論理層の信号マッピング方式を説明し、こ
れらを搭載したインターフェース装置による8K SHV信号伝送実験について紹介するとともに、光インターフェースを
搭載したフルスペック8K SHVカメラシステム、記録装置、ディスプレーの開発について報告しました。

研究発表

3

多視点カメラを用いたインテグラル立体像の生成手法

立体映像研究部

池谷 健佑

技研は次世代の超高臨場感放送システムを目指し、自然で見やすく、特別なメガネが不要である
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、微小レンズで構成さ
れたレンズアレーと高解像度ディスプレーを組み合わせることで、被写体からの光線を再現し、空
間に立体像を生成するテレビです。インテグラル立体テレビでは、
特殊な専用カメラでインテグラル立体像を生成します。
スポーツ中継における選手などカメラから遠方にいる被写体の撮影では、被写体までの距離があるため、専用カメラで
の立体像生成が困難でした。
本報告では、
複数の通常のテレビカメラで構成された多視点カメラで撮影したさまざまな視点からの映像（多視点映像）
を用い、遠方の被写体でもインテグラル立体像が生成可能な手法と、本手法の有用性を、放送された相撲のシーンから
制作したインテグラル立体コンテンツを例に紹介しました。

4

技研だより

第111号

2014/6

技術公開2014

展示一覧

8K スーパーハイビジョン
超小型120Hz 8Kスーパーハイビジョンカメラ

8Kスーパーハイビジョン衛星放送システム

120Hz 8Kスーパーハイビジョンの映像制作システムをめざ
2016年の8Kスーパーハイビジョン試験放送の実現を目指し
して、さまざまなカメラの開発を進めています。今回、新開発 て、映像を効率的に圧縮する映像符号化技術および、大容量の
の3,300万画素120Hz単板カラー CMOSイメージセンサーを 衛星伝送技術の研究を進めています。これら二つの技術を利用
用いて、超小型120Hz 8Kスーパーハイビジョンカメラを開発 した衛星放送システムを展示しました。
し、展示しました。

フルスペック8Kスーパーハイビジョン映像機器

8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送方式

メモリー着脱型8Kスーパーハイビジョン小型記録装置

ディスプレー 一体型スピーカーによる

フルスペック8Kスーパーハイビジョン仕様（フル解像度、
8Kスーパーハイビジョン放送をケーブルテレビで家庭に届
フレーム周波数120Hz、階調12ビット、広色域表色系）に基 けるための研究を進めています。ハイビジョンの16倍の画素数
づいた映像機器を開発し、紹介しました。
を持つ8Kスーパーハイビジョン信号を、複数のチャンネルで
配信する技術を展示しました。

8Kスーパーハイビジョンの機動性の高い番組制作をめざし
8Kスーパーハイビジョン音響再生
て、小型記録装置の研究を進めています。着脱可能な高速大容
後方や側方にスピーカーを配置することなくディスプレー周
量固体メモリーパックを用いた8Kスーパーハイビジョン小型 囲に内蔵したスピーカーのみで、22.2マルチチャンネル音響を
記録装置を展示しました。
再現する技術を開発しています。
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5

次世代地上放送の伝送技術

8Kスーパーハイビジョン放送の

次世代CAS技術

8Kスーパーハイビジョンの普及を目指した新機材

１億3,300万画素イメージセンサー

リアルタイム時空間解像度変換装置

地上放送における8Kスーパーハイビジョン伝送など次世代地
高機能化に向けたMMT伝送技術
上放送の大容量伝送技術の研究を進めています。熊本県人吉市
放送と通信のどちらを用いてもコンテンツを伝送できる、新
周辺で実施した8Kスーパーハイビジョンの長距離伝送実験を中 たなメディアトランスポート方式であるMPEG-H MMTが世界
心に、複数のハイビジョン番組の移動受信が可能な技術を展示 で標準化されました。MMT対応の映像・音声信号の伝送装置
しました。
を用いて、8Kスーパーハイビジョン放送に向けた活用例を紹
介しました。

コンテンツの権利保護とアクセス制御を実現する次世代の
CAS技術を研究しています。今回、高度な秘匿性を有すると共
に安全性の維持・改善のためにソフトウェア更新が可能な、次
世代CAS技術を開発し、紹介しました。

市販のカメラと組み合わせて8K、4K、2K映像をリアルタイ
ムに同時出力するベースバンドプロセッサーユニットと、8K
スーパーハイビジョン単板式カメラ用レンズを展示しました。

フル解像度8Kスーパーハイビジョンカメラの小型化を目指
8Kスーパーハイビジョンからハイビジョンまで、異なる時
して研究を進めています。今回、１枚の撮像素子でフル解像度 空間解像度の映像が混在する場合にも対応できる超高圧縮映像
の8Kスーパーハイビジョン映像を撮
伝送方式の研究を進めています。開発した時空間解像度変換装
影することができる１億3,300万画素
置を用いたリアルタイム映像符号化システムを展示しました。
イメージセンサーを開発し、展示しま
した。

8Kスーパーハイビジョン「シアターカメラ」
8Kスーパーハイビジョンコンテンツの充実をは
かるため、さまざまな映像制作を進めています。
今回、高感度・低騒音化を実現した8Kスーパー
ハイビジョンカメラ「シアターカメラ」を開発し、
展示しました。
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8Kスーパーハイビジョンシアター

大作曲家ヴェルディの傑作歌劇『リゴレット』。生誕200年を記念し
て行なわれた、ミラノ･スカラ座の東京公演の模様を約10分に凝縮し
たハイライトにしました。
きらびやかな衣装の数々や、出演者の喜怒哀楽の細やかな表情など、
世界最高峰と言われるイタリアオペラのステージを、技研が開発した
暗いシーンにも強く、静音性にすぐれた 8Ｋスーパーハイビジョン「シ
アターカメラ」で撮影しました。
3,300万画素の高画質映像と22.2マルチチャンネルの3次元音響で、
技研講堂が世界一の劇場に早変わりしたかのような臨場感をお楽しみ
いただきました。

photo : Marco Brescia / Teatro alla Scala

放送通信連携
8Kスーパーハイビジョンに対応したハイブリッドキャスト

ハイブリッドキャストの高度化に向けた要素技術

ハイブリッドキャスト

放送とネットサービス事業者による連携

通信を活用して放送をより豊かにするためのプラットフォー
ム ハイブリッドキャスト。昨年9月、NHKは放送と通信を連
携させた新しいテレビサービス NHK Hybridcast を開始し
ました。技研は、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を進めています。8Kスーパーハイビジョ
ンの高精細な大画面を活かした、豊富な番組関連情報を一覧表
示するサービス例を紹介しました。

放送と通信の連携により、放送サービスをさらに発展させる
技術の研究開発を進めています。多彩なアプリを利用可能にし、
便利で楽しくテレビを利用するための要素技術として、チャン
ネルをまたいでサービスを継続するアプリの提供を可能にする
技術や、番組に関連する様々な情報を外部のサービス事業者へ
提供するための配信管理技術を展示しました。

放送番組やCMの情報は、テレビ番組情報サイトやスマート
昨年9月にサービスを開始した NHK ハイブリッドキャス
ト 。来場された方に新しいサービスを体験していただくため フォンアプリ、ソーシャルネットワークサービス（SNS）など
に、NHKが現在放送している実サービスと、民放局が実施した さまざまな事業者のインターネットサービスによって広がって
います。放送局と事業者との連携で、より便利に豊かになる放
実証実験の事例も展示しました。
送通信連携サービスの例を紹介しました。
NHK のサービスを体験

民放局のサービスを体験
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立体テレビ
インテグラル立体テレビ

立体像表示のためのスピン注入型空間光変調器

自然でめがねなしの立体テレビの実現を目指し、インテグラ
ホログラフィーによる将来の立体テレビへの応用を目指し
ル立体テレビの研究を進めています。どの様な被写体でも撮影 て、超多画素・超高密度の空間光変調器の研究を進めています。
可能とするとともに、立体像の更なる高品質化を図った撮影と 今回、超多画素化に必要なアクティブ・マトリクス駆動方式の
表示の技術を展示しました。
新しいスピン注入型空間光変調器を開発し、展示しました。
複数のカメラを用いた
インテグラル立体撮影装置

複数のディスプレーを用いた
インテグラル立体表示装置

人にやさしい放送
テレビ視聴時の興味内容推定を利用した番組ナビゲーション

音声認識字幕制作システムの高精度化

聴覚に障害のある方をはじめ、多くの方々に番組を楽しんでい
視聴者の興味に沿った番組を簡単に探し出せるように、テレ
ビの視聴状況から視聴者の興味内容を推定する技術と、興味内 ただける字幕放送の拡充を目指して音声認識の研究開発を進めて
容を出発点とした視聴者の番組探索を支援するナビゲーション います。 地域放送局でも字幕制作システムを運用できるように、
音声認識技術を用いて効率的な字幕を生成できる新たな技術を
技術を展示しました。
展示しました。

顔表情を部分的に取り入れた手話CG翻訳システム

日本語を手話に翻訳して手話CG（コンピューター・グラ
フィックス）で表現する技術の研究を行っています。手話では
顔の表情が重要な言語的役割を担うために、翻訳の際に不可欠
な顔表情を取り入れた手話CG翻訳システムを展示しました。

立体や図を伝える触覚提示技術

視覚に障害のある方に、美術品など立体の形状、硬さ、図や
グラフなどを触覚や力覚で伝える技術の研究を行っています。
形状と硬さをセンシングし実物に近い感覚で触れることのでき
る力覚提示システムと、地図情報などを迅速に伝えられる触覚
提示システムを展示しました。
力覚誘導提示装置
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高度番組制作技術
新しいキーワードによる検索を可能とする映像検索システム

放送通信連携サービスのためのプライバシー保護技術

可視光を用いた水中ワイヤレスIP伝送技術

高速なファイル転送を実現する双方向FPU

NHKに保管されている映像データの有効活用に向けて、欲し
個人の情報を活用することにより放送通信連携サービスの高
いシーンが簡単に見つけられる映像検索技術の研究を進めてい 度化が期待できる一方で、視聴者のプライバシーを保護しなけ
ます。人手であらかじめ付与したキーワードだけでなく、以前 ればなりません。そのために必要な利便性と安全性を両立した
は使用されていなかった新たなキーワードでも映像検索できる サービスを実現する技術を開発し、紹介しました。
柔軟なシステムを開発し、展示しました。

水中でのワイヤレス中継の実現を目指して、可視光を用いた
ワイヤレスIP伝送技術の研究を進めています。水中における可
視光の減衰や、浮遊物による伝送路の一時的な遮断が発生して
も、映像を安定に伝送する水中ワイヤレスIP伝送技術を紹介し
ました。

中継番組や取材映像を放送局に送るためFPUと呼ばれる無線
伝送装置が使われています。単方向の伝送装置であったFPU
を双方向化することで、これまでできなかったファイル転送や
中継現場への放送映像の送り返しなど、新たな機能を実現する
FPUの開発を進めています。

映像送信部
光通信部

SDN*を利用した放送局映像取材網

新デジタル方式ワイヤレスマイク

各地で取材した映像を集め、迅速にニュースを放送するため
放送番組の制作で利用されているワイヤレスマイクは、国の
の放送局映像取材網の研究を進めています。複数の利用者で回 周波数再編の方針により新しい周波数へ移行することが決まっ
線を共有するIPネットワークの特徴を生かし、帯域の利用状況 ています。移行先の周
を確認しながら、映像の重要度に応じて伝送レートを制御する 波数で安定かつ高品質
技術を展示しました。
に利用できるデジタル
*SDN（Software Defined Network）： 動的に伝送速度などを制 ワイヤレスマイクを開
御・管理できるネットワーク
発し、標準規格として
採用されました。
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次世代の放送デバイス
フレキシブル有機ELディスプレー

超薄型・軽量で持ち運びに便利なフレキシブルディスプレー
の研究を進めています。長寿命化が期待できる逆構造有機EL素
子を用いた、対角8インチのフレキシブルディスプレーと、8K
スーパーハイビジョン用の大型ディスプレー実現に向けた要素
技術を展示しました。

光電変換膜積層型固体撮像デバイス
8Kスーパーハイビジョンカメラの高感度化に向けて、新たな
撮像デバイスの研究を進めています。低い電圧で動作が可能な
光電変換膜を積層した
固体撮像デバイスを展
示しました。

対角 8 インチのフレキシブルディスプレー

放送現場で活躍する技術
高解像度カメラ映像を利用したHDビデオスタビライザー

ビッグデータ可視化システム

4Kのカメラ映像を利用して、画質劣化なく画面の揺れを補
NHKスペシャル「震災ビッグデータ」で用いたビッグデータ
正したHD映像を出力できるビデオスタビライザーを開発しま 可視化システムを展示しています。リアルタイムCGの利点を
した。本装置を用いることで、大型の防振装置や、特殊な撮影 活かして、これまで以上に多彩な番組演出が可能になるととも
技能が無くても、揺れの無いHD映像を提供できます。
に、モバイルPC上でも動作するため、取材先でもデータの確
認が可能になり、機動性が格段に向上しました。

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を
活用したバーチャルスタジオ

番組音声を聞き取りやすくする調整装置
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8K スーパーハイビジョン
音響プレミアムシート
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デジタル放送受信相談

NHK 放送博物館

デジタル放 送 の 受 信システムやホームネット
日本の放送技術の高さを示すとともに日本の
ワークなど、デジタル放送の受信方法と家庭のイ テレビ産業が世界に大きく飛躍する絶好の機会
ンターネットに関する疑問・質問にお答えしました。 となった1964年の東京オリンピック。NHK放
送技術研究所がさまざまな研究･開発によって
貢献したオリンピック放送の機材や中継の様子
をご紹介しました。

2IO 分離輝度方式 カラーカメラ

体験型展示
さわれるテレビ

テレビを見ながら、小さな袋をふっていただき、ポップコー
ンがフライパンの中で 『ポンポン』とはじける触感を伝える
サービスを体験していただきました。

飛び出すテレビ

タブレットでテレビをのぞいて、テレビから飛び出してくる
キャラクターを見て楽しんでいただきました。

ポスター展示
■「素材バンク」における動画被写体領域の抽出手法
■ 4K ／ 8K カメラの解像度特性測定法
■ 8Kスーパーハイビジョン音響制作における残響付加と空間的印象の関係
■ ニュース特有表現の外国人理解度について
■ 脳活動分析による番組視聴中の心理状態推定技術
■ 微細構造による光の指向性制御技術
■ 撮像デバイスの3次元構造化技術
■ 有機撮像デバイスの直接積層技術
■ 長期タイムシフト環境における視聴行動
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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

技研の研究員が専属の
ガイドとして同行し、展
示を解説する「技研公開
ガイドツアー」。今年も
5月31日（土）、6月1日
（ 日 ） の2日 間 実 施 し ま
した。参加された多くの
方から、説明がわかりや
すかったなどの感謝の声をいただきました。

手話通訳付きガイドツ
アーを5月31日（土）、6
月1日（日）の2日間実施
しました。
「人にやさし
い放送」の研究を中心
に、技研の研究成果をご
紹介しました。

スタンプラリー

8K キックターゲット
5月31日（土）、6月1日（日）の2日間、技研敷地
内の芝生広場で、サッカー・キックターゲットを開催
しました。2日間で1,064名の来場者が、8Kマークの
的をねらって、ボールを蹴り、さわやかな汗をかきま
した。

8Kスーパーハイビジョンや立体
テレビなど、技研での研究テーマ
に関連したクイズ形式のスタンプ
ラ リ ー を5月31日（ 土 ）、6月1日
（日）の2日間実施しました。すべ
てのスタンプを集めていただいた
方には、クイズの解答の付いた特
製しおりを差し上げました。

2日間で合わせて、2,986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。

来場者より
今年は8Kを中心にして技術的な
中身が深い感じがした。8Kを世界
に広げて欲しい。

サイエンスZEROを見て愛知から
きました。研究成果がたくさん展示
されていて来年も来たいです。

わかりやすく説明してくださる
ので毎年楽しみにしています。

ジョンの医療への応用がよく分かりました。
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術者に憧れを持ってくれたらと
思います。

技研公開に来ない方には4Kや8Kに否定的
な意 見が 根 強いです。8Kに対する理 解を
もっと深め、普及促進が可能な廉価モデル
をアピールした方が良いと思う。

すばらしい講演でした。8Kスーパーハイビ

ここを見てもっと若い人が技

ビッグデータの話は社内活用できれば
と思っていましたが、今回の講演でそ
の難しさ、面白さを知ることできました。
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