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長寿命で低コストな高効率有機 EL デバイスを実現
NHKでは、超薄型・軽量で丸めて持ち運びができるフレキシブルディスプレーを実現するため、従来の蛍光
材料よりも高い発光効率が得られるリン光材料を使った有機EL*デバイスの研究開発を進めています。 今回、
Topics
このデバイスの長寿命化と低コスト化を実現する技術開発に成功しました。
有機ELデバイスの中で光を発する発光層は、高い発光輝度が得られる発光材料と、電気エネルギーを発光
材料に受け渡す材料（ホスト材料）で構成されます。一般的に、リン光発光材料にはイリジウムなどの希少金
属を含む有機金属化合物が用いられていますが、希少金属を含むため材料費が高く、低コスト化が大きな課題
でした。
低コスト化には、高価な発光材料の使用量を減らすことが有効ですが、従来の技術では、寿命を長くするた
めに発光材料を発光層の6%以上にする必要がありました。 今回、電気エネルギーを受け渡ししやすい新たな
ホスト材料を用いることで、発光材料が1%の量でも、寿命を従来の7倍にできる技術を開発しました。 発光
材料の量が少なくなっても従来と同等の明るさが得られます。これにより、デバイスの低価格化が期待できます
（図）。
今後は、赤色および青色発光のリン光有機ELデバイスについても同様の検討を進め、高効率・長寿命なフレ
キシブルディスプレーの早期実用化を目指します。
* 有機EL：有機エレクトロルミネッセンスの略。ある種の有機化合物を用いた層状の構造体に電流を流すと発光する現
象。デバイス内に注入された正孔と電子が発光層のホスト材料中で再結合し、発光材料がその電気エネルギーを受け
取り発光する。
従来の発光層構成

新規の発光層構成
発光材料の量 :
1/6 以下
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電子
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輸送
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陽極
基板
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発光材料 ( 高価 )

新ホスト

駆動寿命 * : 1,500 時間

発光材料 ( 高価 )

駆動寿命 * : 10,000 時間以上

* 駆動寿命：初期輝度 1,000（cd/m２）から 50% に落ちるまでの推定時間。cd（カンデラ）光の強さの単位。
図：有機 EL デバイスの基本構造と発光層構成の模式図
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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8K スーパーハイビジョン小型記録装置を開発
技研では、8Kスーパーハイビジョン（8K）の機動性の高い番組制作を目指して、固体メモリー *を用いた8K小
型記録装置の研究を進めています。8Kカメラ用記録装置の実現に向けて、8K映像をフレーム単位で圧縮し、固体
メモリーパックに記録する圧縮記録装置を開発しました。
Topics
現行の8K圧縮記録装置は、8K映像をハイビジョンサイズに分割して圧縮し、複数の固体メモリーパックに並列
に記録しています。新たに開発した装置は、8K映像をフレーム単位で圧縮しているため、分割による画質劣化が
無く、映像編集にも便利な状態で記録でき、8Kコン
テンツを高速・大容量の固体メモリーパック1個に
記録できます。メモリーパックは単体での着脱が可
能で、8Kコンテンツの保存やメモリーパックの持ち
運びも容易になりました。容量2TBのメモリーパッ
クで約45分の8Kコンテンツが記録できます。
今後は、映像フレーム周波数が120Hzのフルス
ペック8Kに対応した圧縮記録装置の実現を目指し
て、固体メモリーのさらなる高速記録技術の開発を
進めます。
*

固体メモリー：半導体記憶素子。メモリーパックには
電源を切ってもデータが消えない不揮発性の固体メモ
リーが使用される。

開発した８Ｋスーパーハイビジョン小型記録装置

非圧縮フル解像度 8K 映像のライブ伝送に成功
技研は、8K中継番組制作や放送局間で、非圧縮の8K映像信号を低遅延で伝送できる光伝送技術の研究を進めて
います。今回初めて、非圧縮フル解像度8K映像信号*の長距離光ファイバーによるライブ伝送実験に成功しました。
この実験は、
（独）産業技術総合研究所（以下、産総研）主催の国際シンポジウムWIN2 2014（10月8、9日）
Topics
の会場で、産総研との共同研究の一部として実施したものです。技研（東京都世田谷区）と産総研（茨城県つくば
市）の間（約173km）を光ファイバーで接続し、技研が開発した光伝送装置により、遅延の少ない非圧縮8K映
像と22.2マルチチャンネル音響の伝送を実現しました。
実験では、技研と産総研にいる津軽三味線演奏者が掛けあいで演奏を行い、産総研の会場で息の合った絶妙な演
奏をご覧いただきました。低遅延の8K光伝送技術を体感した来場者から、8K放送の実用化に加えて、遠隔医療や
芸術への応用にも期待の声が寄せられました。
*

フル解像度8K映像信号： 8K映像を構成する約3,300万の全画素について、赤、青、緑の色情報を持つ信号。

		

毎秒60フレームの場合、非圧縮信号の伝送速度は約72Gbps。

技研が開発した光送信装置
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産総研での公開実験の様子
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磁性細線を用いた記録デバイスの研究
新機能デバイス研究部

奥田 光伸

機動性の高い超小型カメラを実現する上では、それに用いる記録装置も小型軽量である必要があります。8Kスーパー
ハイビジョン（8K）映像を記録するには、複数台のハードディスクやSSD*を並列で動作させる必要がありますが、こ
れらをカメラとともに持ち運ぶことは困難です。そこで、技研では将来の8K超小型記録装置の実現に向けて、磁性細線
を用いた新たな記録デバイスの研究に取り組んでいます。
データを何度でも書き換えできるハードディスクは、小さな磁石の向きを順次変えていくことでデータを記録してい
ますが、その磁石の向きを変えるために必要な時間は、固体メモリーに電気的に記録するSSDに比べて、はるかに短い
ことがわかっています。しかし、ハードディスクはディスクを回転させてデータを記録再生しているため、ディスクの
回転速度によって記録速度が制限され、可動部のために小型化も容易ではありません。一方、SSDは可動部がないため、
ハードディスクよりも小型な装置で高速な記録再生が可能ですが、データの書き換え回数が有限となってしまう課題が
あります。このため、抜本的な小型軽量化と高速化の両立は困難でした。
磁性細線はその幅が人間の髪の毛の1000分の１程度の小さな磁石を多数、線状に連続的に並べたものです。この磁
性細線の長さ方向に電流を流すことで、
細線中の各磁石に記録されているデータが移動します
（図1）
。この電流によるデー
タの移動速度は、ハードディスクの記録速度より数十倍速く、あわせて多数の細線を並列で用いることで超高速記録が
期待できます。また、機械的な可動部分がないために小型化が容易で壊れにくく、持ち運びに適しているという特長も
あります。これまでに、この磁性細線のデータ（磁石の向き）を電流により移動させて再生出力を得ることに成功して
います（図2）
。
今後は磁性細線にデータを記録し、再生するという動作を連続的に行う技術や、記録部と再生部を磁性細線と一体化
したデバイス構造の開発など、将来の8K超小型記録装置の実現に向けた研究開発を進めていきます。
*

SSD（Solid State Drive）
：記録素子として固体メモリー（NANDフラッシュメモリー）を用いるドライブ装置。ハードディスク
の代替として利用でき、ハードディスクよりも記録速度が速い。
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図 1：磁性細線を用いた新しい磁気記録デバイス
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図 2： データ移動による再生出力の変化
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連載

空間像再生型立体テレビ（全 5 回）

この連載では、特殊なメガネを必要とせず自由な姿勢で観ることが可能な空間像再生型立体テレビについて、立体像を観
ることのできる範囲や、表示できる領域を拡大する技術を紹介します。

第2回

複数のカメラを用いたインテグラル立体撮影装置
立体映像研究部 三浦 雅人

8K スーパーハイビジョン（8K）のさらにその先の放送サービスを目指して、インテグラル方式による自然で見やすい
空間像再生型立体テレビの研究を進めています。立体像は、さまざまな方向からの見え方や奥行きを有するため、平面画像
よりも情報量が膨大になります。そのため、高品質な立体像を撮影するには、非常に多画素のカメラが必要となります。技
研ではこれまでに、8K カメラを用いてインテグラル立体撮影装置を開発してきました。しかし、現時点では 8K を超える
多画素のカメラは存在しないため、カメラの多画素化による立体像の高画質化は今後困難になることが考えられます。そこ
で、複数のカメラを用いることにより、カメラの数に応じて多画素化を図ることのできるインテグラル立体撮影装置を開発
しました。
インテグラル方式では、小さなレンズ ( 要素レンズ ) を二次元状に配列したレンズアレーを通して、被写体を撮影します
（図 1）
。被写体からさまざまな方向に射出された光線群は、各要素レンズによって小さな画像 ( 要素画像 ) となり、これら
をカメラで撮影します。これらの要素画像が、被写体のさまざまな方向からの見え方や奥行きの情報を保持しています。1
台のカメラを用いて撮影する場合は、要素画像同士が
要素レンズ
重なり合わないようにするために、要素レンズの真後
ろの領域に形成される要素画像のみを撮影していまし
要素画像
た。しかし、実際は、要素レンズの真後ろ以外にも要
素画像は形成されています。そこで、複数のカメラか
らなるカメラアレーを配置することにより、要素レン
ズの真後ろ以外の要素画像も撮影することのできる装
置を構築しました ( 図 2、図 3)。このような構成にす
ることにより、カメラの数に応じて撮影装置の多画素
カメラ
視域角
化を図ることができ、その効果として立体像の見られ
る範囲 ( 視域角 ) を広げられるようになりました。
被写体
レンズアレー
今後は、今回開発した技術をベースとして、より高
品質な立体像を再現するための撮影技術の研究開発を
集光レンズ
進めます。
図 1： 1 台のカメラを用いたインテグラル立体撮影手法
レンズアレー

集光レンズ

カメラアレー

視域角

要素画像
カメラ 1

カメラ 2

被写体

レンズアレー

カメラ 3
集光レンズ

図 2： 複数のカメラを用いたインテグラル立体撮影（装置）
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カメラアレー

図 3： 複数のカメラを用いたインテグラル立体撮影手法
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