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技研公開 2015
技研の最新の研究成果を展示する一般公開イベント 「技研公開2015」 を、5月28日
（木）から5月31日（日）に開催します。今年は、「究極のテレビへ、カウントダウン！」
をテーマに、2016年の試験放送を控えている8Kスーパーハイビジョンの最新機器や
インターネットを活用した新たな放送技術などの研究成果をご紹介します。
Topics
詳細は、技研のホームページをご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/strl/

2016年試験放送に向けた番組制作から受信までの8K技術
8Kの世界をさらに進化させる最新技術
めがねなし立体テレビを実現する技術

10：00-17：00

インターネットを活用した新たな放送技術
字幕や手話サービス拡充などを目指した
人にやさしい放送技術
高度な番組制作を効率的に実現する技術

10:20-11:00

*
10：20-11：40

｢ＮＨＫ技研3か年計画2015-2017年度」および8K衛星放送実験
NHK放送技術研究所長

次世代放送と社会イノベーション

11:00-11:40

東京大学大学院情報学環 教授
一般社団法人 次世代放送推進フォーラム 理事長

*

12:20-13:00

13：20-13：40

13:00-13:40

14:20-14:50

*
14：20-15：50

黒田 徹

14:50-15:20
15:20-15:50

8 K スー パー ハイ ビ ジョン シ アタ ー

9〜

須藤 修 氏

2016年試験放送に向けた8Kスーパーハイビジョン設備整備
NHK技術局スーパーハイビジョン開発部 部長

8Kスーパーハイビジョンの番組制作

三谷 公二

〜8K制作の現場から〜

NHK放送技術局SHV技術推進 専任局長

中江 公平

フルスペック8Kスーパーハイビジョン制作に向けた研究開発
テレビ方式研究部 部長

池田 哲臣

8Kスーパーハイビジョンの伝送技術
伝送システム研究部 部長

斉藤 知弘

8Kスーパーハイビジョン家庭再生機器の研究開発状況
新機能デバイス研究部 部長

林 直人

イベ ント

金

N響コンサート「チャイコフスキー 交響曲第6番《悲愴》 第3楽章」
基調講演・講演・研究発表のため、5/28（木）は休止します。

研究員が展示の見どころをご案内します。
会場内に置いてあるスタンプを集めましょう。

* 基調講演・講演・研究発表の聴講につきましては、当日朝9時30分より、会場入口付近にて先着順で整理券を配布します。
（なくなり次第終了となります）
今後、スケジュールが変更になることがございますので、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 2015

8K の最新技術を紹介しました

世界最大の放送機器展NAB Show 2015*1が米国・ラスベガスのコンベンションセンターで4月13日から16
日の4日間開催され、NHKは、次世代の高臨場感放送システムとして2016年の試験放送に向けて準備を進めてい
る8Kスーパーハイビジョン（8K）について、最新の研究開発成果を展示しました。
Topics
NHKブースでは、研究開発成果の展示コーナーで小型・軽量の新型8Kカメラや動きの速いシーンでも1秒間に
120枚の映像を高画質で撮影可能なフレーム周波数120Hzの8K制作システムを展示するとともに、ラスベガス
近郊でロケーション撮影した映像を上映しました。また、据え置きや壁掛けが可能なスピーカー一体型の8Kディ
スプレーを展示するなど、8Kの最新機器を紹介したほか、350インチスクリーンとプロジェクターによる8Kシ
アターを設け、世界遺産である富士山の美しい映像や、和太鼓による迫力の音響など、8Kのもつ高い臨場感の映
像と音響で日本の魅力を存分に体感していただきました。
NHKブースは、連日8Kに注目している各国の来場者でにぎわい、8Kシアターでは、期間中に約3,800人の方
にご覧いただきました。
「8Kシアターで上映された和太鼓の迫力に驚いた」
「8Kカメラが実用的な大きさとなり、
8Kの印象が変わった」など、日本で試験放送が間近に迫る8Kに多くの関心が集まりました。

8K シアターの様子

研究開発成果の展示コーナーの様子

米国での次世代地上波放送で規定されたMMTも展示
米国では、現在ATSC*2において、次世代の地上デジタル放送の放送方式 ATSC3.0に関する標準化作業が進め
られています。
これに連携して、NAB ShowのNHKブースでは、ATSC3.0の要素技術としても規定され、日本の8K衛星試験
放送でも使用される、映像と音声の伝送などの仕組みとなる新しい多重化方式MMT*3を紹介しました。放送と通
信を利用したサービスや、テレビとタブレット端末との連携など、MMTの特長を生かしたサービス例を展示し、
放送関係者の注目を集めました。
今後もNHKは、8K試験放送の開始に向けて準備を進めるとともに、国際標準化などで世界の放送技術を先導し
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 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。
*3 MMT（MPEG Media Transport）：2014年にMPEGで標準化された、多様な伝送路に対応したメディア伝
送方式。
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有機 EL ディスプレーの長寿命・高画質化に
向けた技術
新機能デバイス研究部

薄井 武順

＊1

発光強度

発光強度

技研では、きめ細やかで臨場感の高い
1 フレーム時間
1 フレーム時間
8Kスーパーハイビジョン（8K）映像を
同じ明るさ
表示するために、自発光で動画表示性能に
*1
優れた有機EL ディスプレーの研究開発
に取り組んでいます。
大画面ディスプレーに使用されるアク
ティブ・マトリクス方式*2の有機ELディス
発光時間
発光時間
プレーでは、1フレームの間に、一定の強
さの光で映像を持続して表示（ホールド型
表示）します（図1左）
。このため、人間
発光時間が長い
発光時間が短い
の目では、表示された物体とその動きを追
ぼやけが発生・長寿命
高画質・短寿命
う視線の動きとのずれが生じ、ぼやけが発
図 1：発光時間による動画質の変化
生してしまいます。
このぼやけを抑えるためには、1フレー
ム時間内の発光時間を短くする方法があります（図1右）
。しかし、1フレーム時間内の発光時間を半分にした場合、1フ
レーム発光した場合と同じ明るさで表示するには、2倍の強さで発光させる必要があり、有機EL発光素子の寿命が極端
に低下してしまう課題がありました。そこで、ぼやけを抑えた動画質と寿命を両立するための手法として、１フレーム
の間に発光する時間の割合（時間アパーチャー）を画面の領域ごとに制御する技術を開発しています。
この技術では、連続するフレーム間での映像の動き量を計算し、一定以上の動きのある領域を動領域、それ以外を静
止領域として分割します。有機ELディスプレーは、映像を構成する水平ライン毎にフレーム内での発光時間を制御でき
るため、動領域と判定された水平ラインでは、1フレーム時間内の発光時間を短くし、静止領域と判定された水平ライン
では、1フレーム時間内の発光時間を長くすることで寿命の低下を抑えることができます（図2）
。この制御駆動技術を
効果的に適用することで、動画質を向上させるとともに、有機EL素子の寿命低下を抑えることが可能となります。
今後もこの技術を用いて、より高画質な8K有機ELディスプレーの実現を目指していきます。
EL（Electroluminescence）： 固体物質を電気で刺激することで光が出る現象（電界発光）

＊2 アクティブ・マトリクス方式： 画素ごとに映像データを保持する動作方式

画像 Hi-Vision Test Sequence はいびじょんひょうかがぞう

動領域
短時間で強い発光

静止領域
長時間で弱い発光

図 2：時間アパーチャー適応制御駆動の例
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連載

ハイブリッドキャストの進化を支える技術（全 4 回）

NHKは新しい放送通信連携サービス

NHK Hybridcast を2013年9月に開始しました。技研では、さらに便利で多様

なサービスの実現に必要な技術の研究開発を進めています。この連載では、ハイブリッドキャストの進化を支える要素技
術について紹介します。

第3回

幅広い事業者によるサービス提供のためのシステム技術
～放送外マネージドアプリ～
ハイブリッド放送システム研究部 遠藤 大礎

"NHK Hybridcast"をはじめとするインターネットを活用した現在のハイブリッドキャストでは、放送局が自局の番組
に対してサービスを行っています。ハイブリッドキャストのさらなる普及には、より多様なサービスの提供が欠かせませ
ん。そこで視聴者にとって安全・安心なハイブリッドキャストのサービスを放送局以外の事業者も提供できる仕組みとし
て、"放送外マネージドアプリ"の実現に向けた技術検討を進めています。
放送外マネージドアプリが実現する新しいハイブリッドキャストテレビでは、スマートフォンのように好きなアプリを自
分で選んで、番組を見ながら利用することができます。例えば、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）や検索エ
ンジンの分析から今盛り上がっている番組をテレビやセカンドスクリーン（スマートフォンやタブレット）に通知してくれる
サービスや、どの放送局のチャンネルを見ていても番組の進行に合わせて放送局以外の事業者が提供する関連情報を表
示してくれるサービスなど、番組とネットサービスが連携した新しい放送サービスが実現されます。
視聴者がさまざまなサービスを便利に、そして安心・安全に利用できる放送外マネージドアプリの提供方法について
も検討しています（図）。システム全体やアプリの管理はプラットフォーム事業者が行い、アプリを開発するサービス事
業者は自らが提供する放送外マネージドアプリをプラットフォーム事業者に対して登録します。プラットフォーム事業者
は、アプリが安全であること、不具合がないことを確認して視聴者に提供します。視聴者はテレビやセカンドスクリーン
で、プラットフォーム事業者が提供する安全なアプリの一覧から好きなアプリを選んで利用できるようになります。
放送事業者
放送

プラットフォーム事業者

アプリ管理

アプリ一覧

テレビ

・アプリ一覧の管理
アカウント管理
登録
依頼
アプリ

アプリ

安全
証明

・ユーザ管理

連携が可能

・ユーザ毎のアプリ管理

サービス事業者

アプリサーバ

アプリ

・アプリの配信

スマートフォンなど

図：放送外マネージドアプリを提供するためのシステムモデル

技研では、
（一社）IPTVフォーラム*1などにおけるハイブリッドキャストの標準化活動に寄与してきました。そして
2014年6月には、この放送外マネージドアプリの仕組みがハイブリッドキャスト技術仕様2.0版 *2に盛り込まれました。
今後も放送外マネージドアプリの実用化に向けて、放送事業者や受信機メーカー、通信事業者などと連携し、技術開発
に取り組んでいきます。
*1 IPTVフォーラム：NHKや民放、テレビメーカー、通信事業者などが参加する、インターネットを利用したテレビサービスに関する
国内の標準化団体
*2 IPTV規定 放送通信連携システム仕様 IPTVFJ STD-0011 2.0版
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