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新年を迎えて
NHK 放送技術研究所長

黒田 徹

明けましておめでとうございます。
いよいよ今年、衛星による8Kスーパーハイビジョンの試験放送が開始されます。
技研で超高精細映像の研究を開始してから20年以上がたち、今年は8K放送の出発点、まさに『8K放送
元年』といえる節目の年です。8月にブラジルのリオデジャネイロで開催されるオリンピック・パラリンピック
では、8Kの試験放送により世界のアスリートたちが繰り広げる感動をお楽しみいただくことはもちろんのこと、
国内外で8K放送の未来の姿を示せるようにパブリックビューイングなどの準備を進めています。
NHKでは、これまでの1年を通して、5月に開催した技研公開2015での8K衛星放送実験をはじめ、超高
精細映像と立体音響により高い臨場感を提供する8Kスーパーハイビジョンの研究開発を進めてきました。
試験放送の開始に気を緩めることなく、4年後の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、8K放
送をより多くの皆様にご家庭でお楽しみいただくためにも、フレキシブルな大画面シート型ディスプレーや、
より少ない数のスピーカーで実現できる立体音響再生技術の研究開発に取り組むとともに、8Kの最上位映像
フォーマット フルスペック8K や、次世代地上放送実現のために研究開発を着実に進めていきます。
昨年、新たな 「技研3か年計画」 をスタートさせました。この計画では、8Kのような高品質化に加え、
高機能化のための研究も重点項目としています。技術革新の早いインターネットの世界でも魅力あふれるサー
ビスを実現するため、インターネットを活用して有益な情報やコンテンツを届け、分かりやすく提示する技術
など、新たなサービスの研究開発に取り組んでいきます。また、膨大なデータや映像を解析して情報を発掘し、
より迅速で正確な情報提供を支援する技術をはじめ、目や耳に障害のある方や外国人を含むすべての人にや
さしい放送技術の研究開発も加速します。
放送技術の研究成果は、一朝一夕に実を結ぶわけではありません。技研では、20年後を想定した長期的
な展望のもとで、特殊なめがねを必要とせず自然な立体像を楽しむことができる立体テレビの研究にも取り
組んでいます。8Kを超える多画素の撮像・表示方式や、超微細な画素からなるホログラフィー用表示デバイ
スなど、次世代の立体テレビ放送に向けた技術の確立にも挑戦します。
新しい時代の 公共メディア を形づくるために、これまで培ってきた技術力をより一層高めて魅力あるコ
ンテンツを提供できるよう、最先端の放送技術・サービスの研究開発において先導的な役割を果たしていき
べんたつ
ます。今年もご指導ご鞭 撻いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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NHK サイエンススタジアム 人にやさしい放送技術を紹介
ヘルメット型ヘッドホンで
12月5日、6日 の2日 間、 体 験 型 科 学
3次元音響を体験
イ ベ ン ト「NHKサ イ エ ン ス ス タ ジ ア ム
2015」にて、技研の研究開発成果を紹介
しました。会場の日本科学未来館(東京都江
Topics
東区)では、障害者週間*にあわせて、障害
のある方でも体験できるイベントや展示ツ
アーが開催され、技研の展示コーナーでも
これと連携して、気象情報の手話CG自動 気象情報の手話CGを紹介
生成システムや音声認識による字幕制作シ
ステムといった「人にやさしい放送技術」
を展示しました。このほかにも22.2チャンネルの3次元音響を体験できるヘルメット型ヘッドホンも紹介しました。
来場者の方からは、
「テレビの字幕が作られる様子が良く分かった」
「
、その場にいるかのような音響体験ができた」と、
好評をいただきました。
*障害者週間：国際障害者デー (12月3日)から障害者の日(12月9日)までの期間

オープンデータコンテスト「LOD チャレンジ Japan2015」で番組情報を公開
インターネットの利用者にもNHKが保有する有益な
情報をより多くお届けするために、技研では番組情報を
Linked Open Data（LOD）*1の形式で外部に提供する
ことで、多様なネットサービスにおける番組情報の活用
Topics
の可能性を探る研究を進めています。その取り組みの一
つとして、
「LODチャレンジJapan2015」*2にデータ
提供パートナーとして参加し、NHKの番組情報をLOD
形式の「NHK番組LOD」として提供しています。
LODチャレンジは、オープンデータに関連するコンテ
スト形式のイベントで、公開されているオープンデータ
を用いたさまざまなアイデアやアプリ、サービスなどが
提案され、
評価されます。
「放送」という枠にとらわれず、
NHKの番組情報と他のオープンデータを連携させた、新
しい価値をもつサービスの創出が期待されます。

NHK番組LODウェブページ
http://www.nhk.or.jp/strl/lod/

*1 Linked Open Data：データを計算機処理に適した形式でウェブ上に公開し、利用するための技術
*2 LODチャレンジJapan2015(http://lodc.jp/)：慶應義塾大学環境情報学部萩野研究室を中心とした実行委員会が主催する、
LODへの取り組みやデータ提供を表彰するコンテスト

海外派遣報告

MIT（マサチューセッツ工科大学）メディアラボ
ハイブリッド放送システム研究部

大亦 寿之

NHKでは、経営計画（2015-2017年度）に示した8Kスーパーハ
イビジョンの普及に向け、医療、防災、芸術など、放送に限らない多
様な活用方法の研究開発を進めています。この取り組みの一つとして、
Topics
2015年9月から7か月間の予定で、アメリカ・マサチューセッツ州
にあるMITメディアラボに訪問研究員として滞在しています。
映像とさまざまなユーザーインターフェースを組み合わせたインタ
ラクティブシステムの研究で有名なアンディ・リップマン教授のもと、
8Kディスプレーに表示する映像や情報を直感的に操作できるアプリ
ケーションの開発に取り組んでいます。8Kの魅力と可能性を最大限
に引き出す技術の実現により、8Kの多方面での活用と国際的な普及
促進に寄与していきます。
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結晶セレンを積層した高感度撮像素子の研究
新機能デバイス研究部

為村 成亨

技研では、8Kスーパーハイビジョンカメラなどの高感度化
入射光
に向けて、新しい撮像素子の研究を進めています。撮像素子
とは、入ってきた光を電気信号に変換する、まさにカメラの
カラーフィルター
眼にあたる部分です。近年、8Kをはじめとした映像システム
の高精細化が進み、撮像素子の画素数は大幅に増加しました。
撮像素子を大きくせず多画素化すると、1画素あたりに入って
電荷
くる光の量が減少して、撮像素子の感度が低下してしまう問
光電変換膜
題が生じます。そこで、入射光から発生する電荷（電気信号）
を信号読み出し回路の上に積層した光電変換膜の中で何倍に
画素電極
も増幅することができれば（図1）
、この問題を抜本的に解決
絶縁膜
することができます。
電荷の増倍にはアバランシェ増倍を利用します。アバラン
電荷増倍
シェ増倍とは、光電変換膜に加えられた電界のエネルギーに
より加速された電荷が、膜内の原子と衝突を繰り返すことで、
信号読み出し回路
新たな電荷をなだれ式に生成する現象です。アバランシェ増
倍の発現には強い電界、厚さ1mmの光電変換膜で1万ボルト
図1：積層型撮像素子の構造
程度の高い電圧が必要となります。一方で、信号読み出し回
路の耐圧が数十ボルトと低く、この電圧でアバランシェ増倍
に必要な電界を得るには、光電変換膜の厚さを数ミクロン（1,000分の数mm）以下に薄くしなければなりません。
技研で研究を進めている結晶セレンという材料を用いた光電変換膜は、可視光領域における光の吸収特性が他の材料
と比較して優れていることから、膜厚を0.5ミクロン以下まで薄くしても光を十分吸収できることが特長です。このため、
低い電圧でも膜内部にはアバランシェ増倍に必要な強い電界が加わることとなり、信号読み出し回路の耐圧以下でもア
バランシェ増倍を実現できる可能性があります。
これまでに、結晶セレン膜を用いた撮像素子を試作し、光電変換膜としての動作を確認しました。また結晶セレンの
粒子の大きさを、信号読み出し回路の画素の大きさよりも十分小さくすることで、ざらつきを低減した高画質な映像が
取得できることも実証しました（図2）
。今後は、この光電変換膜を利用して、アバランシェ増倍の実現を検証していき
ます。
結晶セレン膜表面の
顕微鏡写真

膜厚：2 ミクロン

膜厚：0.5 ミクロン

図2：膜厚の異なる結晶セレンを積層した撮像素子による撮像画像
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連載

8K 衛星放送実験を支える技術（全 7 回）

NHKが中心となって開発を進めている、近未来の放送メディア「8Kスーパーハイビジョン」。この連載では、今年の8K
試験放送を想定して昨年5月に実施した「8K衛星放送実験」の概要と、この実験を支える要素技術について紹介します。

第５回

8K放送用字幕・文字スーパー
ハイブリッド放送システム研究部

馬場 秋継

デジタル放送の字幕は、番組の音声を文字情報のデータとして伝送し、受信機上で放送の映像に重ねて表示するサー
ビスで、聴覚障害者の方々だけではなく、広く一般の方々が番組の情報を得る有効な手段となっています。一方、文字スー
パーは、放送の映像と独立したサービスで、緊急地震速報など、視聴者にいち早く情報を伝えるために利用されていま
す。8Kスーパーハイビジョン放送においても、字幕・文字スーパーは重要なサービスとなります。NHKは、新たな伝送
技術であるMMT *1（MPEG Media Transport）に対応した8K放送用の字幕・文字スーパーの符号化・伝送方式を提案し、
(一社)電波産業会(ARIB)で標準化されました。2015年5月の技研公開で実施した8K衛星放送実験では、標準化され
た方式に準拠した字幕・文字スーパーの送受信装置により、8K映像に字幕や文字スーパーを重ねて表示する事に成功し
ました。
8K放送の字幕・文字スーパーの技術方式では、W3C *2により勧告化されたTTML*3を拡張した符号化方式(ARIBTTML)を採用しました。これにより、利用例(図)のように、文字に加えて画像、音声の利用やアニメーションなど多彩
な表現が可能です。受信した字幕は、受信機にあらかじめ組み込まれた機能によって放送局が指定した通りに提示する
だけでなく、受信機に後から追加したハイブリッドキャストのアプリ機能を用いて視聴者が好みの色や形に変更するなど、
提示方法を変えることもできるようになります。実験で用いたシステムでは、字幕送信装置が字幕・文字スーパーのデー
タ(TTML文書)をMMTストリームに多重して送出し、字幕受信装置が受信したMMTストリームから字幕データを取り出
して、指定された時刻に字幕・文字スーパーを描画し、最後に描画された字幕・文字スーパーと映像を合成します。合成
された高精細な字幕・文字スーパーが8Kディスプレーに表示され、送受一貫での動作を確認できました。
今後は、字幕データのハイブリッドキャストアプリによる利用の検証を進めるとともに、字幕のより広い活用に向けた
研究開発に引き続き取り組んでいきます。
*1 MMT（MPEG Media Transport）
：放送や通信といった多様な伝送路でのコンテンツ配信に適したメディア伝送方式
*2 W3C（World Wide Web Consortium）
：ウェブで利用される技術の標準化を推進する国際的な団体
*3 TTML（Timed Text Markup Language）
：テキストの表示タイミングと表示位置などを指定することができるマークアップ言語

字幕・文字スーパーの利用例

受信機機能による表示

吹出し画像、
アニメーション
など

放送局側
字幕
(TTML 文書 )
文字スーパー
(TTML 文書 )

受信
/ＭＭＴ
多重分離

8K 映像
22.2ch 音響
字幕
送信装置

ハイブリッドキャストアプリによる表示

画像つき、
速やかな提示

MMT

提示方法の変更や
メタデータとしての
利用

8K ディスプレー

MMT
多重化
/ 送信
字幕

衛星伝送

文字スーパー

8K 合成装置

8K 映像
22.2ch 音響
字幕
受信装置

描画

受信側

図：8K放送用字幕・文字スーパーの利用例と実験システムの構成
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