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技研公開2017
技研の最新の研究成果を一般に公開するイベント
「技
研 公開2017」を、5月25日（木）から28日（日）まで開
催します。今年は、
「2020年へ、その先へ、広がる放
送技術」をテーマに、2020年をターゲットにした放送
技術の研究開発と、さらにその先を見据えて技研が取
り組む研究を、分かりやすく魅力的にお伝えします。み
なさまのお越しをお待ちしています。詳細は技研ホーム
ページをご覧ください。http://www.nhk.or.jp/strl/
○最新の研究成果を展示します。

展示

5/25（木）〜28（日）
10：00-17：00
（入場は終了の30 分前まで）

基調講演

5/25（木）

AI（人工知能）などを活用した番組制作支援技術
インターネットを活用した放送サービス
オリンピックの興奮を世界に伝えるための映像表現技術
8Kスーパーハイビジョンの性能を最大限に引き出す技術
めがねなしで立体テレビを実現する技術
将来の放送技術を支えるデバイス技術など

10:30-11:15

10:30-12:00
講堂

11:15-12:00

『2020年、その先のテレビへの期待』
株式会社インフォシティ 代表取締役

岩浪 剛太 氏

『VR, AR, UHD+...television in 50 year's time
-can we predict it today?』
EBU（ヨーロッパ放送連合） 技術顧問

David Wood 氏

○技研の研究員が研究成果を報告します。

研究発表

シンポジウム

5/25（木）

13:00-16:30
講堂

5/26（金）

10:30-16:30
講堂

1. テレビ映像における顔認識技術
2. 番組制作システムのIP化へ向けた技術開発
3. 実用的なフルスペック8Kカメラの実現を目指して
4. スポーツ番組を解説する「音声ガイド」生成技術
5. 空間認知特性に基づいた自然なインテグラル立体表示技術
6. 高色純度緑色有機ELデバイスの研究開発
（各発表は 30 分、14:30-15:00に休憩あり）

10:30-12:00 『AIで広がる公共放送の可能性』
13:00-14:30 『ネット時代の視聴者が求める テレビ とは』
15:00-16:30 『フルスペック8Kスーパーハイビジョンの魅力を探る』

イベント

5/27（土）〜28（日）

ガイドツアー ：研究員が展示の見どころをご案内します。
スタンプラリー：スマホを手に会場を回り、スタンプを集めよう！
そのほか、お子様向けのイベントも準備してお待ちしています。

※ 今後、スケジュールや講演者が変更になることもございますので、ご来場の際は技研ホームページをご確認下さい。

NAB Show 2017で最新の研究成果などを紹介
4月22日〜 27日に世界最大の放 送機器展NAB Show2017が米国・ラスベガスで開催されました。
NHKは8Kスーパーハイビジョン（8K）シアターを設営し、高輝度プロジェクターを用いて最新コンテンツを
含む8Kのダイジェストを上映しました。また、２つのリビングシアターを設置し、現在の試験放送の家庭
受信環境と、実用放送後の将来を想定した視聴環境を展示しました。そのほか、8K制作機器や測定技術、
AR技術や人にやさしい放送技術など、最新機材を展示しました。
8K制作機器では、8Kの素材伝送用リアルタイムコーデック*1や、8K信号を無線で伝送できるFPU*2を展
示し、8K中継機器の開発状況を紹介しました。また測定技術として、カメラ解像度特性の測定装置を紹介。
画素数だけでなく鮮鋭さを表す解像度特性が重要な、4K/8Kカメラでの活用が期待されます。
8K機器を展示するブースが増えてきた中、8Kを先駆的に研究開発してきたNHKブースの注目度は高く、
連日、多くの来場者にご覧いただきました。会場では、
「8Kコンテンツが充実し、技術の進歩とともに放
送が始まったことを実感できた」、
「リビングシアターを見て、家庭への導入も実現できると感じた。8Kは、
ぜひ欲しいと思えるシステムだ」などのご意見をいただきました。
今後も、8Kをはじめとした新しい放送文化の創造に向け、放送技術の研究開発を推進していきます。
*1 コーデック：映像などの信号を圧縮・伸長する符号化・復号装置
*2 FPU(Field Pick-up Unit)：屋外の中継番組や取材映像の伝送などに使われる、番組素材伝送用の可搬型無線伝送装置

NHKブースの外観

海 外派 遣報告

8Kリビングシアターの様子

アメリカ

カリフォル ニ ア 大 学
ネットサービス基盤研究部 川喜田 裕之

2017年3月から、アメリカ西海岸にあるカリフォルニア大
学サンタバーバラ校のTobias Höllerer教授が率いるFour
Eyes Lab研究 室に滞 在しています。本研究 室の目標は、
AR*1用のメガネ型デバイスやコンピュータービジョン*2などの
技術を応用して、新しい映像体験を提供することです。私は、
メガネ型デバイスを使っていつでもどこでも映像が見られるよ
うになることを想定し、放送へ活用した際に望まれる映像表
現について研究しています。
研究室のメンバーは、みな大らかで好奇心が強く、何かを
見せると率直な意見が次々と挙がります。陽気な仲間たちと
一緒に未来のテレビについて考え、試作し、さまざまな体験を通して、そのあり方を議論する日々です。本
滞在で、研究成果だけでなく研究の進め方などの知見も習得し、今後の新しい映像表現に向けた研究に活
かしていきます。
* １ AR（Augmented Reality：拡張現実感）：現実の空間や物体に、人工的な画像や文字をリアルタイムに書き加える技術
* ２ コンピュータービジョン：カメラで撮影した映像をもとに、画像処理によって目的とする情報などを抽出する技術

SHVの番組制作に適したLED照明の演色性

テレビ方式研究部 主任研究員

林田 哲哉

スーパーハイビジョン（SHV）は、従来よりも広い色域を表現できる放送システムで、カメラだけでなくスタジ
オの照明にも高い性能が求められます。照明の性能の一つに「演色性」があります。演色性とは、ある照明で照
らされた物の色の見え方を表す指標で、JIS（日本工業規格）では15種類の色のサンプル（色票）で評価すること
が定められています（図1）。評価の指標には、平均演色評価数Ra（色票1 〜 8の色ずれの平均値で評価）と、特
殊演色評価数R9 〜 R15（色票9 〜 15の個別の色ずれで評価）とがあり、これらの評価数が100に近づくほど、
自然の昼光下の色に近くなります。近年、放送用の照明としてLEDが主流になりつつありますが、従来のスタジ
オ照明とは光の波長分布が異なり、演色性の基準も定められていなかったため、照明を評価するための新たな
指標が必要でした。
今回、SHVカメラと広色域ディスプレーを用いた主観評価実験により、指標の導出を行いました。異なる色温
度ごとに、自然な昼光を模した基準照明と演色性が異なる4種のLED照明を用意し、基準照明下とLED照明下、
それぞれで撮影した2つの画像をディスプレーに表示して、色の違いを5段階で評価しました（図2）。被写体とし
て広色域の色を含む花、果物や瓶、スポーツ競技のユニフォームや国旗、標準的な色票などを選定しました。こ
うして得られた主観評価値と各LED照明の演色性評価数との相関関係を分析し、赤色を示す特殊演色評価数R9
が主観評価値と最も相関することが分かりました。その結果、従来用いられてきたRaに特殊演色評価数R9を組
み合わせた指標が、LED照明の評価に適当であることが分かりました。
今後も、広色域をはじめとして、SHVの特徴を最大限生かすことのできる番組制作技術の研究を進めていき
ます。
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図1：演色性評価用色サンプル（色票）
の1 〜 8（左）と 9 〜 15（右）
基準照明
（自然な昼光）

広色域ディスプレー
（レーザーバックライト LCD）
基準画像

切り替え
SHV カメラ
被写体
4 種の LED 照明

図2：主観評価実験の構成

比較画像

主観評価
収録した基準画像と比較画像を
切り替えて見ながら評価

インターネット活用技術（全5回）
インターネットは、私たちの生活の中でますます便利で身近になり、放送サービスにおいてもインターネットの活用は不可欠
なものとなってきました。この連載では、視聴者のみなさまの生活の中で、便利でかつ安全安心な放送サービスを実現する
ための「インターネット活用技術」について紹介します。

第2回 暗号技術とプライバシー保護

ネットサービス基盤研究部

大竹 剛

■ 個人向けサービスとプライバシー保護

インターネットを利用した番組視聴サービスでは、視聴履歴を活用することにより、視聴者の興味や好みに合
わせた個人向けサービスを提供できます。ただし、視聴履歴は視聴者のプライバシーに関わる情報を含むため、
適切に保護する必要があります。NHKでは、視聴者のプライバシーを保護するための暗号技術の研究を進めてい
ます。

■ 秘匿検索とアクセス制御を両立する暗号方式

ユーザー端末で生成された視聴履歴を複数のサービス事業者が取得し、便利で魅力的な個人向けサービスを
開発するためには、オープンなクラウドサーバーで視聴履歴を管理する手法が考えられます。しかし、不特定多
数の事業者に視聴履歴を提供するのはプライバシーの観点から望ましくありません。一方、膨大な量の視聴履歴
データから視聴者の好みなどを効率的に分析するためには、情報を絞り込む検索機能も必要です。従来の暗号
技術では、パスワード認証などを用いて特定の事業者のみ視聴履歴を閲覧できるようにし、データの暗号化によ
り情報漏えいを防止します。しかし、データ検索を行うために、ユーザー端末で暗号化された視聴履歴をクラウ
ドサーバーで一旦復号する必要があるため、クラウドの管理者に対してプライバシーが保護されないという課題
がありました。
そこで、事業者の属性に基づくデータのアクセス制御と、データを暗号化したままキーワード検索が可能な暗
号方式を開発しました。この方式を用いると、視聴者が許可した事業者に限り、暗号化したまま視聴履歴を検索
して復号・閲覧可能なプライバシー保護システムを実現できます。提案した暗号方式は、暗号化処理の一部をク
ラウドサーバーに委託することでユーザー端末の処理負荷を小さくするとともに、クラウドサーバーによる改ざん
などの攻撃を想定した高レベルの安全性を保証します。今後、大規模データベースの構築など、実用化に向けた
研究を進めていきます。

プライバシーマーク * = あり
ユーザー評価 = ★★★★

キーワード検索
ジャンル = “スポーツ”

プライバシーマーク = あり
AND ユーザー評価 = ★★★★以上

視聴履歴提供
プライバシーマーク = あり
ユーザー評価 = ★★

視聴履歴収集

ジャンル = “ドラマ”

ユーザー端末

クラウドサーバー
サービス事業者

プライバシーが保護される
* プライバシーマーク：個人情報を適切に管理している事業者を表す認定証
秘匿検索とアクセス制御が可能なプライバシー保護システム

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
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