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技研公開2016

2万 人 が ご 来 場

NHK放送技術研究所（技研）は、5月26日（木）から29日（日）の4日間、最
新の研究成果を展示する「技研公開2016」を開催しました。
NHKが目指す“新たな可能性を開く放送・サービスの創造”に向けて、進化が
続く「スーパーハイビジョン」、新しい放送サービスを提案する「インターネット
活用技術」、多様な情報を活用したコンテンツ制作技術「スマートプロダクショ
ン」、自然な立体映像の実現に向けた「立体テレビ」、放送の進化を支える「次
世代デバイス」など、27項目を展示しました。

エントランスホール展示

スーパーハイビジョン

インターネット活用技術

NHKが目指す“新たな可能性を開く
放送・サービスの創造”に向けて、技
研が描いている未来像を紹介。

より高 品 質なフルスペック8Kスー
パーハイビジョンの実現に向けた技術
などを展示。

スマートプロダクション

立体テレビ

次世代デバイス

多様な情報をより正確に幅広く迅速
に番組化するための認識技術や、手話
CGなど放送のバリアフリー化技術を
展示。

特別なめがねなしで自然な立体像を
見ることができる立体テレビの高品質
化技術などを展示。

放送の進化を支えるデバイス技術と
して、次世代イメージセンサー技術な
どを展示。

“新しいテレビ体験”の実現に向けて、
放送とインターネットを連携・活用する
技術などを展示。
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オープニングセレモニーより
式 辞

NHK専務理事・技師長

森永 公紀

私たちは、公共の福祉のために、豊かで、かつ、良い放送番組を視聴者の皆さまに
お届けできるよう、常に最新の技術を活用して、放送文化の向上に努めてまいりました。
正確で公平かつ迅速なニュース報道、多様で質の高い番組制作、さらには、国際感覚
豊かな大型番組や地域放送など、放送番組をさらに充実させるために、今後も新技術
の研究開発と活用に積極的に取り組み、視聴者の皆さまからの期待と信頼に応えてま
いります。
NHKの経営計画では、
「信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の力」というビジョンを掲げ、東京オリンピック
・
パラリンピックが開催される2020年に最高水準の放送・サービスを実現すべく、さまざまな取り組みを進めて
います。特に、インターネットを活用した新たなサービスやスーパーハイビジョンでは、放送技術研究所をはじめ、
さまざまな部局が連携しながら、実用化に向けた技術開発を加速し、
「新たな可能性を開く放送・サービスの
創造」に貢献してまいります。また、放送技術研究所では、さらに20年後の未来を見据え、放送と通信が融
合した社会環境の中で“公共メディア”へと進化していくために、視聴者の皆さまに提供する新たな放送・サービ
スの研究・開発も進めていきます。
この1年の研究成果を技研公開の機会にご覧いただき、来場者の皆さまより、忌憚のないご意見をいただき
ながら、次の進展に繋げたいと考えております。
放送技術の研究・開発から新たな価値を生み出し、放送文化のさらなる発展に寄与していくことは、放送技
術研究所に課せられた責務です。これからも、技術革新や社会状況の変化に的確に対応しつつも、常にチャレ
ンジ精神をもち、世界の放送技術の先導的な役割を担うという強い意志のもと、研究・開発に取り組んでまい
りたいと考えております。

挨 拶

NHK放送技術研究所長

黒田 徹

NHK放送技術研究所は、1930年6月1日にここ砧の地に設立されてから、まもなく
満86年を迎えます。1947年にスタートした技研公開も今年で70回目となります。こ
れもひとえに、皆様の長きに渡るご支援のたまものと改めて感謝申し上げます。
今年の技研公開では、NHKが目指す「新たな可能性を開く放送・サービスの創造」
に向けて、進化が続く「スーパーハイビジョン」、新しい放送サービスを提案する「イン
ターネット活用技術」、人と社会をつなぐコンテンツ制作技術である「スマートプロダク
ション」、自然な立体映像の実現に向けた「立体テレビ」、さらには、最新の研究を支える「次世代デバイス」の
5つの技術について、研究開発の成果を27項目の展示でご覧いただきます。
1995年に研究開発をスタートした超高精細映像システムは、8Kスーパーハイビジョンとして今年の8月1日に
衛星による試験放送開始を迎え、2018年の実用放送に向けて着実な一歩を踏み出します。技研では、映像・
音声の品質をより高めたフルスペックスーパーハイビジョンの研究に取り組むとともに、ご家庭でのテレビ視聴
へ向けた大画面シート型ディスプレーや、将来の地上波伝送技術の研究を進めています。また、20年後のメディ
ア環境を見据え、放送とインターネットを活用した多様な伝送路で、高齢者や障害のある方を含むすべての視
聴者の皆様に、より豊かで多彩なコンテンツを享受していただくための技術研究や、立体テレビなどの新たな
放送サービスを実現するための研究にも取り組んでいます。
お時間の許す限り、私どもの研究成果をご覧頂き、様々な切り口から忌憚のないご意見を賜りたく、よろし
くお願い申し上げます。
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講 演・ 特 別 発 表
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講 演

映像×メディア×技術の進展による放送への期待

東京大学 教授

相澤 清晴 氏

社会にとって重要なコンテンツを制作し、視聴者に届けることが放送の最大の使命であると
思います。動画コンテンツを広く視聴者に届ける放送の機能は、メディア技術とメディア環境の
展開から見て、分岐点にあるように感じられます。放送技術は、これまで、高精細で臨場感の
高い映像を実現する方向に進展してきました。約34万画素の標準的な画像から、約200万画素のハイビジョンへ進化し、
さらには約3,300万画素のスーパーハイビジョンまで実用化を迎えつつあります。放送システムは、一旦出来上がると、
放送局から視聴者まで安定して映像を届けることができます。その一方で,メディア技術とメディア環境は変化が激しく
なっています。
現在を見ると、モバイル（スマートフォン）は、情報の出入り口として最も大きなインパクトがありました。一般ユーザー
にとって、TVやPCよりも、はるかに身近な情報ツールとなり、画像や動画を撮影するとともに、ネット上の動画コンテ
ンツを視聴するディスプレーでもあります。
Facebook、Twitter、Instagram等 のソーシャルメディア では、1−2年 前から動 画も扱うようになりました。
Facebookでは、一日当たりのビデオの再生回数が80億回以上（2015年11月時点）ともいわれています。共感されシェ
アされることの伝搬効果の大きさが明白です。さらには、これらのソーシャルメディアをコンテンツプラットフォームとす
るような分散型メディアまで誕生しています。
メディア技術が大きく変化する中で、放送はどのように進化していくのでしょう。撮像・伝送・ディスプレーといった
放送の基幹分野において、元来放送とは無縁に成長してきたものが存在感を増しています。例えば、少し先のことで言
えば、広く普及する可能性のあるVR（Virtual Reality）は新しいディスプレーになりうるとも考えられます。
本講演では、放送が最も重視すべきもの、激変する環境の中で放送がどのように展開していくのがよいかについて考
察しました。

特 別 発 表

テレビとネット動画、人々はどう使い分けているか
〜動画利用の実態と今後〜

NHK放送文化研究所 世論調査部 部長
（現 NHK岐阜放送局長）

重森 万紀

「動画コンテンツ」−いまや、若年層にとって、それが放送経由なのかインターネット経由で提
供されるのかは関係ありません。気分に合った動画を、自由にそして上手に探して楽しみます。こうした行動が生まれ
た背景には、インターネットの伝送容量や番組録画ハードディスクドライブ容量の増加といった「動画コンテンツ視聴環
境の進化」と、
「動画配信市場の拡大」があります。
特にインターネットの世界では、映画やテレビ番組などプロが制作したものからUGC（User Generated Content）
と言われる一般人が制作したものまで、あらゆるジャンルや長さの動画コンテンツが溢れています。有料配信の分野
においては、NetflixやAmazonなど海外のOTT（Over The Top）事業者が続々と日本市場に参入し、オリジナルコ
ンテンツの本数も増えてきています。また、国内でも放送事業者を含め、多種の事業者が新規配信事業に取り組み始
め、リアルタイム配信とVOD（Video On Demand）の両方の環境を整えようとしています。このような状況のなかで、
NHK放送文化研究所（文研）が行った「日本人とテレビ・2015」調査からは、視聴時間のみならず人々の意識のなかでも
「テレビ離れ」が進行していることが明らかになりました。
では、日本の人々は、どのように「動画コンテンツ」を享受しているのでしょうか。文研では、テレビや視聴者に関す
る世論調査を定期的に実施しています。本報告では、これらの調査から、人々がふだん、テレビとインターネット動画
をどの程度視聴しているのか、テレビやテレビ番組に対する意識がどう変わってきたのかなど、実態や意識の変化を時
系列でとらえました。また、動画の利用については、ウェブ調査の結果から、どのような場面で動画を視聴するのか、
などの詳細な内容も紹介しました。このほか、定性調査から、テレビとインターネットをどのように使い分けているのか
など、若年層がどのようにインターネット動画と接しているのかを紹介し、今後の動画視聴動向を探る手がかりを提示
しました。
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研究発表
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研究発表

1

次世代地上放送の実現に向けた研究開発

伝送システム研究部 中村 円香

衛星放送によるスーパーハイビジョンの試験放送・実用放送がスケジュール化され、具体的な準備が
進められていく中、新たな地上放送への取り組みが注目されています。技研では、地上波でもSHV放
送を実現するため、大容量伝送技術の研究開発を進め、これまでに多値変調技術や偏波MIMO技術によるSHV映像伝送
実験を成功させてきました。
本報告では、現行の地上放送方式であるISDB-T（Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial）を基本に、
新たな技術を取り入れた次世代地上放送の検討状況を紹介しました。開発中の技術として、周波数利用効率を高め、ニーズ
に合わせて伝送容量を選択できるよう高度化した信号構造や、復調特性の優れた誤り訂正技術、超多値変調でも安定した単
一周波数ネットワークを実現できる技術を説明しました。また、将来に向けて、次世代の映像符号化と組み合わせることでスー
パーハイビジョン信号をさらに効率よく圧縮し、現在の地上放送と同じアンテナでスーパーハイビジョンを受信する技術や、
次世代地上放送への円滑な移行方法の検討状況について紹介しました。

研究発表

2

インターネットを活用した新しいテレビ体験の実現を目指して

ハイブリッド放送システム研究部 山村 千草

インターネットの発展やスマートフォンの急速な普及に伴い、人々を取り巻くメディア環境や生活スタ
イルは大きく変化しています。情報メディアが多様化する中、今後もテレビが身近で信頼されるメディア
として期待に応えていくには、ネット・モバイル時代におけるテレビの在り方を改めてデザインしていく
必要があると考えています。
技研では、
これまで研究開発に取り組んできた放送通信連携システム“ハイブリッドキャスト”をベー
スにしながら、モバイル端末を活用し、テレビ受信機の前だけでなく、屋外も含めたさまざまな生活シーンの中でテレビ視聴
とつながった体験を広げていくことを目指しています。
本報告では、番組で提供された話題や情報が、日常の行動と連動して生活の中に新たな気付きや価値をもたらす“新しい
テレビ体験”のコンセプトについて、これまでに検討したサービス例を交えながら説明しました。また、それを支える技術として、
伝送路や視聴環境を意識せずに最適な動画視聴を自動的に選択する「メディア統合技術」と、番組で提供された話題や情報
を日常の行動と連動させて提供する「行動連携技術」を紹介しました。

研究発表
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インテグラル立体テレビの研究開発

立体映像研究部

三浦 雅人

技研では、スーパーハイビジョンの次の放送メディアを目指し、インテグラル立体テレビの研究開発を
進めています。インテグラル立体テレビは、多数の微小レンズが配置されたレンズアレーを撮像と表示
の双方に用いることで、被写体（三次元物体）からの光線群を取得し、光学像として再現します。再現さ
れた光学像は水平・垂直視差を有するため、特殊なメガネを必要とせず、一定の範囲内において、視点
位置に応じた立体像を自由な姿勢で見ることができます。
インテグラル立体テレビでは、上下左右すべての方向からの被写体の見え方を再現するため、必要となる情報量は二次元
映像よりも格段に多くなります。この膨大な情報を扱うために、多画素のカメラとディスプレーや、複数のカメラとディスプレー
を用いた立体映像システムの研究開発に取り組んできました。本報告では、これまでに開発した立体映像システムの試作機
について説明しました。また、多様な立体映像コンテンツの制作に向けて、多視点映像から三次元モデルを生成する技術や、
三次元モデルからインテグラル立体映像に変換する技術の研究開発の取り組みを紹介しました。
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技術公開2016

展示一覧

エントランスホール展示
NHKが目指す“新たな可能性を開く放送・
サービスの創造”に向けて、技研が描いて
いる未来像をご紹介しました。

A

進化が続くスーパーハイビジョン

B

インターネット活用技術

日常生活のさまざまな場面や状況でインターネットの多様なサー
いよいよ8月1日からスーパーハイビジョン（8K・4K）の衛星に
よる試験放送が始まります。その先の実用放送と東京オリンピック・ ビスが利用され、私たちの生活に大きな変化をもたらしています。
パラリンピックに向けた本格普及、より高品質なフルスペック8K 技研では、生活に寄り添う“新しいテレビ体験”の実現に向けて、
放送とインターネットを連携・活用する技術の研究に取り組んでい
スーパーハイビジョンの実現に向けた研究開発を進めています。
ます。
フルスペック8K
コンテンツ

次世代地上放送へ向けた
研究開発状況を紹介
薄さ1mmの130型
シート型8Kディスプレー

C

スマートプロダクション

多様な情報をより正確に幅広く迅速に番組化するための認識技
術やビッグデータ解析技術と、障害のある方を含め、すべての方に
さまざまな手段で情報をお届けするバリアフリー化技術の研究に取
り組んでいます。

社会の情報を収集・解析して番組制作に役立てる技術を紹介

生活のさまざまな場面にあわせた
コンテンツ・情報提供のイメージ

D

立体テレビ

特別なめがねなしで自然な立体像を見ることができる立体テレビ
の研究を進めています。立体像の高品質化を目指して、映像システ
ム技術や品質の評価技術、さらには将来の高機能な表示デバイス
の研究に取り組んでいます。

13.3型8K有機ELディスプレーを
用いたインテグラル立体映像
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スーパーハイビジョン
A1

8K HDRライブ制作

A2

8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化に向けた技術

8Kスーパーハイビジョン放送での導入に向けて、表現できる明
8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化を目指した制作機器の
暗の幅を広げるHDR（高ダイナミックレンジ）テレビ方式を開発し 開発を進めています。現行の制作システムとの互換性を考慮して開
ました。HDRテレビ方式に対応する8Kカメラ、8Kディスプレー、 発したフレーム周波数120Hz対応の制作機器やタイムコードを用
8K制作システムによるライブ制作の様子を展示しました。
いた制作イメージを展示しました。

120Hz対応8K制作機器

HDR対応8Kカメラ

A3 フル解像度8K単板カメラシステム

A4

アーカイブ用ホログラムメモリー

8Kスーパーハイビジョン映像の長期保存技術として高密度ホログ
実用的な8Kスーパーハイビジョンカメラの実現を目指して研究を
進めています。1枚の撮像素子で赤（R）、緑（G）、青（B）それ ラムメモリーの研究を進めています。再生データの品質向上技術を
ぞれ3,300万画素のフル解像度8K映像を撮影できる、持ち運びが 組み込んだホログラムメモリードライブと、ディスク媒体に記録した
8K圧縮信号を再生した映像を展示しました。
容易なカメラシステムを開発しました。

ホログラムメモリードライブ

フル解像度8K単板カメラ

A5

3次元音響制作装置

8K実用放送に向けて、22.2マルチチャンネル音響制作を高品位
に、より簡易に制作する技術の研究を進めています。新たに開発し
たアップミックス・プリプロセッサーや、機能を向上した3次元残
響付加装置、ラウドネスメーターを展示しました。
3次元音響の試聴コーナー

A6

スーパーハイビジョン衛星放送のケーブルテレビ
再放送技術

スーパーハイビジョン（8K・4K）衛星放送をケーブルテレビで
家庭に届けるための研究を進めています。国内外の標準規格に準
拠した複数搬送波伝送方式を用いて、衛星放送の8K信号をケーブ
ルテレビで再放送するシステムを展示しました。

3次元残響
付加装置

ポスター展示
A-P1 超臨場感メーター

6

衛星からの8K信号をケーブルテレビで伝送

A7

超解像技術による8K・4K 映像符号化システム

解像度の異なる映像の同時提供を目指して、高効率な圧縮伝送
技術の研究を進めています。解像度の変換に超解像処理を用いて
階層間予測の精度を向上することにより、4K映像と小さな補助情
報を送るだけで8Kと4Kの同時提供が可能になります。

A8

次世代地上放送システム

地上波によるスーパーハイビジョン放送の実現に向けて、現行の
地上デジタル放送よりも周波数利用効率が高い放送方式の開発を
進めています。現在検討している変調方式や誤り訂正符号などの
要素技術を展示しました。

ポスター展示
A-P2 次世代映像符号化技術
A-P3 8Kスーパーハイビジョン映像への超解像技術

A9

MMTによる8Kスーパーハイビジョン伝送技術

A10

8KスーパーハイビジョンFPU

MMTを用いた8Kスーパーハイビジョン伝送技術の研究を進めて
8Kスーパーハイビジョンの生中継を実現する無線伝送装置
います。放送と通信どちらを経由した番組でも受信可能な共用受 （FPU）の開発を進めています。ミリ波帯およびマイクロ波帯の電
信機やMMTによる高機能サービス、10Gbpsまで伝送可能な光 波を使ったFPUと、移動中継用FPUの実現に向けた8K伝送技術
回線などの将来の通信回線における8K多チャンネル伝送技術を紹 を紹介しました。
介しました。

マイクロ波帯FPU

8Kスーパーハイビジョンシアター

今 年8月に、リオデジャネイロオリンピックが開 催されます。
2012年のロンドンオリンピックで、8Kスーパーハイビジョンカメラ
を初めてオリンピックに持ち込んで以来、ソチオリンピックやFIFA
ワールドカップ、ウィンブルドン選手権など、多くのスポーツイベン
トとともに8Kスーパーハイビジョンは進化してきました。これまで
NHKが撮影してきた8Kスポーツコンテンツのダイジェストをご覧い
ただきました。

体感展示
T1 フルスペック8Kスーパーハイビジョンを体感

体感展示
T2 3次元音響の魅力を体感

フルスペック8Kスーパーハイビジョンは、高解像度、広色域、 フルスペック8Kスーパーハイビジョンの特長の1つである22.2マ
HDR（高ダイナミックレンジ）、多階調、高フレーム周波数、3次 ルチチャンネルによる3次元音響により、今までにない音の広がり
元音響の6つの特長を備えたテレビジョンシステムです。映像のそ 感、包み込まれ感を体感していただきました。さらに、スーパーハ
れぞれの特長をご体感いただきました。
イビジョン放送で、番組音声をより聞きやすくできることを紹介し
ました。
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インターネット活用技術
B1

インターネットで広がる“新しいテレビ体験”を実現する技術

B2

ライブスポーツ番組におけるハイブリッドキャ

ストの活用
インターネット技術の活用による、生活に寄り添う“新しいテレビ体験”の実
現を目指した研究開発をしています。ユーザーの視聴環境や行動などの情報
ハイブリッドキャストのさらなる進化に向け、ネットの
をもとに、日常生活のさまざまな場面に応じた番組や情報を提供する技術を コンテンツを放送と同期して提示する技術を研究してい
紹介しました。
ます。競技中の選手などのトラッキングデータを使って、
さまざまな情報を放送と合わせて表示する、スポーツ中
いつでも簡単に番組を見られる
継のサービス例を紹介しました。
「メディア統合技術」

位置情報に連動して番組関連の
話題を提供する「行動連携技術」

ポスター展示
ネット動画サービスの安定配信技術の研究を進めています。テレ B-P1 プライバシー保護用暗号技術
ビ、PC、スマホなどの各種端末、宅内や外出先といった場所、リ B-P2 タイムシフト視聴環境における番組発見行動
B3

多様な視聴スタイルに適応する動画配信技術

アルタイム視聴やタイムシフト視聴など、多様な視聴スタイルにお
いてスムーズな動画再生を可能にする配信技術を紹介しました。

スマートプロダクション
C1

映像にメタデータを自動付与する文字列検出技術

C2

CG共演用スタジオロボット

番組制作時の映像検索をより便利にするために、素材映像にさ
出演者とCGキャラクターが共演する番組制作の高度化のため、
まざまな情報（メタデータ）を自動付与する技術を研究しています。 スタジオ制作用ロボットを開発しました。センサーを利用してスタ
映像に映り込んだ看板や名札に書かれている文字列（情景文字列） ジオ照明や出演者の動作を取得することで、出演者とCGキャラク
を検出する技術を展示しました。
ターの自然な映像合成と、息の合った共演が実現できます。

スタジオ
ロボット
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C3

気象警報の手話CG自動制作技術

C4

読解支援情報付きニュースサービス

手話サービス拡充のため、気象電文を用いて、気象警報を伝え
国内の外国人にニュースを分かりやすく伝えるため、やさしい日
る手話CGを自動で生成するシステムを開発しています。通常の天 本語や外国語に変換する技術とサービスの研究を進めています。
気予報に加え、地域ごとに随時発令される気象警報も自動で更新 ニュースの単語や句にふりがなのように読解支援情報をつけるサー
し、手話で表現できるシステムを展示しました。
ビス例と、やさしい日本語変換・日韓翻訳システムを展示しました。
地域ごとの気象警報の手話
CG

ポスター展示
C-P1 手話CG生成、表示技術

C5

立体形状を伝える触覚提示技術

読解支援情報の自動作成

体感展示

将来の触れるテレビの実現を目指し、美術品などの立体形状や T3 飛び出すテレビ
硬さを伝える技術の研究を進めています。人差し指・中指・親指の
カメラの付いた不思議なタブレットでテレビをのぞくと、テレビ映
3本の指で物をつかむように触ることで、形状が指先に伝わる装置 像のCGキャラクターがテレビから飛び出てくるような新しい映像表
を展示しました。
現を紹介しました。
タブレット画面上でテレビから
飛び出す恐竜のCGモデル

ハコフグの
立体形状の
触覚提示

触覚提示装置

C6

スポーツグラフィックスのための空間情報取得技術

スポーツ競技を分かりやすく伝えるため、多視点映像とCGを融合した新しい映像表現の実現を目指しています。複数台のカメラの位置・
姿勢などの情報を実時間で算出するためのカメラ校正技術と、映像解析による被写体追跡技術を展示しました。

ボールの軌跡をリアルタイムにCG合成
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立体テレビ
D1

インテグラル立体テレビ

D2

将来の立体表示用デバイス技術

特別なめがねなしで自然な立体像を見ることができるインテグラ
特別なめがねなしで自然で見やすい立体テレビの実現に向けて、
ル立体テレビの研究を進めています。今回、複数のプロジェクター 立体表示デバイスの研究を進めています。立体像を広い視域で観
を使った立体表示装置を開発し、立体像の品質を向上しました。 られるホログラフィー表示用のスピン空間光変調器と、レンズア
また、広い範囲の被写体を立体撮影できる技術も開発しました。
レー不要のインテグラル立体表示用の光偏向デバイスを紹介し
ています。

広視域の立体再生像
（1μm画素ピッチ）

スピン空間光変調器

複数プロジェクターを使った
立体表示

ポスター展示
D-P1 奥行き圧縮表現技術

ポスター展示
D-P2 光偏向デバイス

体感展示
T4 動いて見よう!インテグラル立体クイズ

インテグラル立体テレビは、特別なめがねを使わずに自然な立体像を見る
ことができます。見る位置によって立体像が変化する、インテグラル立体テレ
ビの特長を生かした映像クイズを展示、正面から見えない答えが、見る位置
を変えると見えるようになることを体感していただきました。

正面から見た立体像

斜めから見た立体像

NHKエンジニアリングシステム
F1 NHK技術の活用と実用化開発の紹介

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
保有特許などの周知・斡旋と、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
て開発中の技術の中から、広く利用していただける技術を展示しま
した。

8K内視鏡カメラ

8Kスーパーハイビジョンの医療応用
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技術局
F2 スマホ向け放送同時配信サービス

スマートフォンをメインに利用して動画視聴する人が増えていま
す。そこで、スマートフォンをファーストスクリーンとして番組を楽し
む「スマホファースト時代」のサービスに向けて、番組字幕連携・
タイムシフト再生、SNS連携、テレビ連携を実現するアプリを開発
しました。

次世代デバイス
E1

次世代イメージセンサー技術

E2

シート型ディスプレーの要素技術

8Kスーパーハイビジョンカメラの性能向上や立体映像を撮影で
超薄型・軽量で家庭に導入しや
きる将来のカメラの実現に向けて、撮像デバイスの高性能化の研 すいシート型ディスプレーの研究を
究を進めています。開発段階の試作機や独自の要素技術など、撮 進めています。8Kスーパーハイビ
像デバイス開発の最先端の取り組みを紹介しました。
ジョン用大型ディスプレーの実現に
向けた長寿命化、大画面化、高画
ポスター展示
質化技術などの要素技術を展示しま
E-P1 光電変換膜積層型固体撮像デバイス
した。

E-P2 有機撮像デバイス

ポスター展示
E-P3 塗布型酸化物トランジスター
E-P4 逆構造有機ELデバイス
E-P5 高画質化と長寿命化を両立するためのパネル駆動技術

超小型裏面照射型
8Kイメージセンサー

E3

高速記録を目指す磁性細線メモリー

将来の高速記録デバイスを目指して、新しい原理で動
作する磁性細線メモリーを提案しています。磁性細線の
記録・情報蓄積・再生の仕組みと、試作した動作実証
用評価装置を紹介しました。

試作した磁性細線

技術局
F3 いよいよ始まるスーパーハイビジョン放送

放送博物館
F4 IEEEマイルストーン認定を受けたNHKの技術

8月1日に試験放送を開始するスーパーハイビジョンの受信機器
電気・電子技術分野で実用化してから25年以上にわたって国
の展示を通じて、家庭での受信イメージや、本格普及に向けた取 際的に高い評価を受けてきた業績をたたえるIEEEマイルストーン。
り組みを紹介しました。あわせて、デジタル放送に関するさまざま 2011年に認定された「直接衛星放送サービス」に加え、新たに
な疑問・質問にお答えしました。
認定された「ハイビジョン」と「緊急警報放送」を紹介しました。
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イベント
技研公開ガイドツアー

毎年好評をいただいている「技研公開ガイドツアー」。今年も
5月28日（土）、29日（日）の2日間、技研の研究員が専属の
ガイドとして同行して展示を解説しました。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声をいただきました。

手話通訳付きガイドツアー

手話通訳付きガイドツアーを5月28日（土）、29日（日）
に実施しました。「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

みんなで体験 ! 工作広場

8Kスーパーハイビジョンや立体テレビなど、技研の研究に関
するクイズ形式のスタンプラリーを5月28日（土）、29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、NHKのオリジナルグッズをプレゼント。
2日間で合わせて、2,221名の来場者に参加していただきま
した。

5月28日（土）、29日（日）の2日間、工作広場を開催。
Eテレ「ノージーのひらめき工房」の体験イベントでは、お
面づくりなどの創作遊びを実施しました。また、「すイエん
サー」の“ピンポンフォール対決”では、厚紙で作ったスロー
プ状の構造物にピンポン球を転がして、地面に着くまでの
時間の長さを競うイベントに挑戦していただきました。

来場者からいただいたご意見
エントランスホール展示は分かりやす
かった。その技術をどう使ってほしいの
か、コンセプトは重要。

講演は、映像、メディアの進む方向が
新しく始まる4K・8K放送について、
もっと宣伝すべき。

従 来より基 礎 研 究の展 示 が増え、大 変 良
かった。各説明員も、真剣に対応してくれて、
とても満足した。次回は、展示エリアを拡大
して欲しい。
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分かりやすく説明されていて良かった。

世界の研究動向とNHKの立ち位置の説
明があったら、もっと先進性がわかると思
います。

文字が細かくて少し多いの
で読むのが大変でした。でも、
体 験 型 の 展 示 が たくさ ん
あったので楽しかった。

NHK放送技術研究所 〒157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11 Tel：03-3465-1111
（NHK代表）

技研だより 第135号 2016/6

