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『技研公開2017』で最新の研究成果を展示
NHK放送技術研究所（技研）は、5月25日（木）から28（日）の4日間、最新
の研究成果を展示する『技研公開2017』を開催しました。
今年は2020年を一つのターゲットに、AIを活用した番組制作支援技術「ス
マートプロダクション」や放送とIoT機器との連携を実現する「インターネット活
用技術」、究極の高臨場感映像「フルスペック8Kスーパーハイビジョン」などと
ともに、東京オリンピック・パラリンピックの興奮を世界に伝えるための技術な
ど、30項目を展示し、約2万人の方々にお越しいただきました。
また、基調講演や研究発表、AIやネット、フルスペック8Kに関するシンポジ
ウムを開催しました。
スマートプロダクション

インターネット活用技術

スーパーハイビジョン

AIを活用した番組制作支援技術と、
あらゆる視聴者に情報を伝える「人に
やさしい放送技術」
をご紹介。

放送とネット、IoT機器などを連携さ
せることにより、利便性の高い放送サー
ビス事例をご紹介。

8Kの性能を最大限まで引き出す「フ
ルスペック8K」
に関する研究などをご紹
介。

立体テレビ

次世代デバイス

東京オリンピック・パラリンピック

特別なめがねなしで、自然な立体像
を見られるインテグラル立体テレビの
要素技術などをご紹介。

将来の放送技術を支える撮像、記録、
表示に関連したデバイス技術をご紹介。

2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックで活用できる制作機器や映像
表現技術をご紹介。
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オープニングセレモニーより
式 辞

NHK会長

上田 良一

NHK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、常に最先端の技術を活用しながら、放送文化の発展に努めてまい
りました。
メディア環境は、
「放送と通信の融合」という大きな変化の真っただ中にあります。
NHKは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に、“公共メディア”と
して最高水準の放送・サービスの実現を目指す取り組みを進めています。
来年、実用放送開始を予定している4K・8K放送の準備やインターネット常時同時配信の実現に向けた取り
組みを加速し、
「新たな可能性を開く放送・サービスの創造」に挑戦してまいります。
NHKの使命である、正確で公平かつ迅速な報道、多様で質の高い番組制作、国際感覚豊かな大型番組や、
地域に寄り添う番組などの一層の充実に向け、引き続き、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しっかりと応えてまいります。
ご来場の皆さまには、この1年の技研の研究成果をご覧いただきたいと思います。皆さまからさまざまなご意
見をいただきながら、次の進展につなげていきたいと考えています。
技研がこれまで生み出してきた衛星放送、ハイビジョン、デジタル放送、ハイブリッドキャスト、スーパーハ
イビジョンなどの技術に加えて、今後の研究・開発成果が放送文化の更なる発展に寄与できるよう、これから
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で、研究・開発に取り組
んでまいります。
皆さまに今後とも一層のお力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

挨 拶

NHK放送技術研究所長

黒田 徹

NHK放送技術研究所は、日本でラジオ放送が開始された5年後の1930年6月1日
に、ここ砧の地に設立され、まもなく満87年を迎えます。
第1回の技研公開は、戦後の1947年に開催され、今年が71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。
さて、今年の技研公開は、
「2020年へ、その先へ、広がる放送技術」をテーマに、
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年の実用化をターゲットにした研究開発と、さらにその
先を目指した研究開発の最新の成果を、30項目の展示でご覧いただきます。
2020年に向けた技術展示では、AI技術を活用して番組制作を支援する「スマートプロダクション」や、スポー
ツ番組をより効果的に演出する映像表現技術、IoT連携により生活のさまざまな場面で放送コンテンツに接し
ていただくための「インターネット活用技術」の最新成果をご覧いただき、NHKが目指す“公共メディア”への進
化の一端をご体感いただきます。
8Kスーパーハイビジョンは、技研の20年に渡る研究成果が結実し、2016年8月に衛星による試験放送を開
始しました。技研では、さらに2020年の先を目指した研究として、スーパーハイビジョンの魅力を最大限に発
揮する「フルスペック8Kスーパーハイビジョン」や、ご家庭での8Kテレビ視聴に向けた大画面シート型ディスプ
レー、将来の地上伝送技術の研究に取り組んでいます。
また、放送と通信の融合がさらに進む将来のメディア環境を見据えて、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」など新たな放送サービスを実現するための研究、最新の放送技術を支え
る「次世代デバイス」の研究にも取り組んでいます。
今後とも引き続きご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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基調講演
（5月25日）
基 調 講 演

1

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

2010年の技研公開の特別講演では、インターネットにおけるクラウドの登場、iPhoneなど
新しいネットワークデバイスの胎動などを踏まえ、本格的な「ユーザーの時代」の到来について
考察しました。その後、世界の移動体通信契約数は世界人口を超え、多くの人々が高性能な
超小型コンピュータであるスマートフォンを持ち歩き、常時通信ネットワークで繋がっているという時代となりました。
2017年現在、自身の能力を拡大させたユーザーはまさに時代の主役となり、多くのビジネスはもちろん世界の社会構
造にまで変化をもたらそうとしています。
ユーザーの能力拡大の原動力となったモバイルネットワークは、2020年に向けて次の段階に進化しようとしており、
世界各国で5Gモバイルネットワークの研究開発が始まっています。本格的な5G時代を迎えると、初めてユーザーにとっ
て、全くストレスのないネットワーク環境が実現するかもしれません。超高速・大容量化、超多数接続、超低遅延など
の要求に応える5Gは、これまでにない多様なデバイスやアプリケーションを生み出していくと考えられます。
また同時に、IoT、人工知能などのデジタルイノベーションも加速度を増し、それらの技術革新を享受した新しいア
プリケーションが誕生していくと考えられます。さまざまなビジネスや産業の在り方にも大きな変革のインパクトを与え、
これまでの枠を超えた産業リミックスによる新業態の登場なども期待できます。
2020年代、ビジネスや社会のイノベーションが進展する中、それらの恩恵を享受するユーザーの「テレビ」に対する
期待値も大きく上昇するのではないでしょうか。高まるユーザーの期待に応え、進化するデジタルイノベーションを活か
した「テレビ」、そしてそれを支える「放送技術」の拡大に、大いに期待しています。

基 調 講 演
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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

時間の経過とともに、視聴者は、より高画質・高音質で、その人にとって便利なテレビを期待
するようになっています。同時に、私たちの社会の人口構成も変化しています。個人がメディア
の消費に充てる時間は増え続けており、今日の若者の中には労働や睡眠の時間よりも、メディアを消費する時間の方が
多い者もいます。50年後までに西欧世界の人口の40%が65歳以上となり、巨大なメディア消費者になると考えられ、
技術革新はこれにどのように適応し、対応することができるでしょうか。
EBUでは、放送事業者が直面する技術革新の課題で、最も重要と思われるものを明らかにしました。例えば、
UHDTV、VR/AR/MR、次世代オーディオ、クラウドの利用、5Gの将来性、ビッグデータの活用、コンパニオンスクリー
ン(セカンドスクリーン)、ハイブリッド放送、スマートラジオ、インターネットCDN(コンテンツ配信ネットワーク)の改善、
ICTプログラムの制作と配信、セキュリティ対策の向上などです。これらの重要課題は、新しいメディアの世界を形作っ
ていくツールです。
今日存在するメディアの多くは、ここ数十年間に登場したものです。NHK技研の藤尾博士がハイビジョンを最初に考
案したのは1964年のことです。NHK技研などから学ぶことで、今日のシステムが今後のメディア環境に適用できるかど
うかを問い、それに従ってこれからの数十年間の技術を予測する必要があります。
これから先のテレビは、ますます映像と音声の没入感が増し、便利になっていくと考えられますが、基本的なことは
変わらないと思います。私たちが技術を使って出来事を伝えたり、人々に笑いや涙、喜び、感動を与えたりということは、
今後も決して変わりません。願わくは、私たちが最新技術を用いて、これらのことをもっとうまく行えるようになれば良
いと考えています。
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研究発表
（5月25日）
研究発表

1

テレビ映像における顔認識技術

ネットサービス基盤研究部 上級研究員 河合 吉彦

技研では、番組制作の高度な支援やアーカイブス映像の有効活用を目指し、テレビ映像の内容に関する
さまざまな情報を自動付与するための映像解析技術の研究を進めています。本報告では、テレビ映像に映
る人物が誰であるのかを判別する、顔認識技術を紹介しました。照明条件や出演者の表情、顔の向きが
変動するテレビ映像においても、一定の認識精度を得られる手法を説明しました。

研究発表

2

番組制作システムのIP化へ向けた技術開発

伝送システム研究部

小山 智史

放送局設備にIPネットワークを用いると、さまざまな種類の信号を単一ネットワークで伝送でき、設備を
シンプルで効率的な構成にできると期待されています。本報告では、技研で研究を進めている、複数のス
タジオ間で番組制作設備を共有し、効率的な設備運用を実現する「リソースプロバイダ」など、番組制作シ
ステムのIP化に向けた技術を紹介しました。

研究発表
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実用的なフルスペック8Kカメラの実現を目指して

テレビ方式研究部 中村 友洋

フルスペック8Kスーパーハイビジョンは、最上位の8K映像システムであり、技研では、フレーム周波数
120Hzに対応した撮像素子や、3板式フルスペック8Kカメラなどを開発してきました。本報告では、カメ
ラの小型化とフルスペック化の両立を目指して開発した単板式ポータブルカメラシステムの撮像素子とその
評価結果について紹介しました。

研究発表
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スポーツ番組を解説する「音声ガイド」生成技術

ヒューマンインターフェース研究部 主任研究員 熊野 正

視覚障害の方がテレビを楽しむための「解説放送」は、制作に多くの人手が必要です。技研では、スポー
ツ競技のリアルタイムデータを用いて、自動で音声による説明を付与する「音声ガイド」の研究を進めていま
す。本報告では、音声ガイドの自動生成の仕組みと、その要素技術である説明生成・音声合成の技術課
題について説明するとともに、リオ・オリンピックでの実験結果を紹介しました。

研究発表
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空間認知特性に基づいた自然なインテグラル立体
立体映像研究部 澤畠 康仁
表示技術

技研では、将来の新しい放送サービスとして、インテグラル立体テレビの研究に取り組んでいます。しかし、
奥行きの深いシーンでは像がぼやけてしまうなど、高画質表示に課題があります。本報告では、人の空間
認知特性に基づき、インテグラル立体テレビで再現できる奥行きの範囲を仮想的に拡大することで、奥行
きのあるシーンを自然かつ高画質に表示できることを紹介しました。

研究発表
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高色純度緑色有機ELデバイスの研究開発

新機能デバイス研究部

深川 弘彦

大画面でも超薄型化が期待できる有機ELディスプレーは、その発光波長の広がりが大きいため、色純
度が十分でなく、特に緑色有機ELデバイスの高色純度化が課題でした。本報告では、有機ELデバイスの
材料を抜本的に見直し、デバイス構造を工夫することにより、高い発光効率とともに、極めて色純度の高
い緑色発光が得られることを紹介しました。
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シ ン ポ ジ ウ ム（ 5 月 2 6 日 ）
シンポジウム 1

AIで広がる公共放送の可能性
近年、AI（ 人工知能）技術の応用が注目されています。AI技術の進展により、これまで扱うことのできなかったビッ
グデータが利用できたり、より正確で迅速、きめ細かな情報を提供できるなど、新たな価値を有するコンテンツの制作
が可能になります。このようなAIの活用によって、信頼される「情報の社会的基盤」を目指す公共放送の可能性も大きく
広がっていくものと思われます。
本セッションでは、大規模なデータから知識を獲得する技術の研究者、
AI技術を用いてビジネス展開を図る事業者や、ユニバーサルサービスの
受け手の方にパネリストとして登壇いただきました。
さらに、公共放送であるNHKの番組制作者も加わり、AI技術による
番組制作と視聴者の支援、いわゆるIA
（Intelligence Augmentation
「知
能強化」、あるいはIntelligence Amplification「知能増幅」）を踏まえ、
信頼される公共放送として、大規模なデータからどのように放送コンテ
ンツを作っていくのかということや、今後、期待されるAI技術の活用につ
いて活発に議論しました。

シンポジウム 2

ネット時代の視聴者が求める“テレビ”とは
生活のさまざまな状況でインターネットが利用されるようになり、人々が情報やコンテンツに接触する機会は大幅に
増加し、その手段や形態も多様化が進んでいます。このようにメディアをとりまく環境が大きく変わりつつあるなか、放
送局が提供する“テレビ”サービスは、今後どのようにあるべきか、改め
て議論していくことが重要です。
本セッションでは、メディア接触に関する調査・分析の専門家と、放
送と関連の深いネットサービスに携わる事業者にパネリストとして登壇い
ただき、昨今のメディア利用者の傾向や、放送とネットの連携にまつわ
る各種の取り組みから得られた知見を示していただきながら、ネット時
代のテレビが果たすべき役割などについて議論しました。
さらに、技研におけるインターネット活用技術の取り組みを踏まえ、
細分化する視聴者ニーズに応じた、多彩な放送サービスを実現するため
の技術研究のありかたについても積極的に意見が交わされました。

シンポジウム 3

フルスペック8Kスーパーハイビジョンの魅力を探る
4K・8Kの超高精細度映像と22.2chの立体音響を特徴とするスーパーハイビジョンの衛星試験放送が2016年に始ま
り、2018年の実用放送、そして2020年の本格普及へ向けて進み始めました。技研では、4K・8K放送を一層魅力的
なものとするため、スーパーハイビジョンの最上位フォーマットであるフ
ルスペック8K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。
本セッションでは、国内外の放送事業者にパネリストとして登壇いた
だき、4K・8Kコンテンツ制作のねらいと取り組み状況が、最新のコンテ
ンツ上映と共に紹介されました。そして、超高精細度映像による映像表
現、広色域とハイダイナミックレンジの相乗効果や魅力、そしてハイフレー
ムレートに対する期待が活発に議論されました。
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技研公開2017

展示一覧

2020年とさらにその先を見据えて進めている研究開発
1 AIを活用したスマートプロダクション

AIを活用して、迅速・正確に幅広
い情報を取得・解析して番組制作を
支援する技術と、あらゆる視聴者に
情報を伝える、人にやさしい放送技術
の研究を展示しました。

2 IoT連携で広がるテレビ×ネット×ライフ
3 メディア統合プラットフォーム

IoT機器を用いて放送コンテンツと連動したサービス事例を紹介
するとともに、放送やネットで番組を視聴する際、伝送路を意識せ
ずに視聴できるプラットフォームの研究を展示しました。
IoT連携のサービス例

メディア統合技術の紹介

4 三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシステム
5 インタラクティブな視聴を実現するネットサービス技術

6 スポーツ番組の音声ガイド

スポーツの各競技に付与されるリアルタイム競技データから、競
スポーツ中継で、ボールの軌跡をリアルタイムに実写とCG合成 技の進行を説明する日本語の文章を自動で生成し、合成音声で読
する新しい映像表現技術や、多視点カメラや360度カメラによる映 み上げる、音声ガイドの研究を展示しました。
像をインタラクティブに視聴できるネット配信技術を展示しました。
スポーツグラフィックスシステム

インタラクティブ視聴

7 フレーム周波数120Hzに対応したシート型ディスプレー
8 フルスペック8K制作システム

9 8Kレーザープロジェクター

フルスペック8Kに対応するレーザープロジェクターを高輝度化
スーパーハイビジョンのフルスペック化に向け、従来より高輝度・ し、フルスペック8Kカメラで撮影したコンテンツを、450インチの
高フレームレートに対応したシート型有機ELディスプレーや、フル 大スクリーンでご覧いただきました。
スペック8Kのコンテンツ制作システムを展示しました。
高輝度プロジェクター

シート型ディスプレー

フルスペック8K制作システム
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コンテンツ上映の様子

スマートプロダクション
10 番組制作のための音声認識

11 テレビ映像における顔認識技術

不明瞭な発音が生じやすい情報番組の音声をリアルタイムに認
識する技術と、取材映像の書き起こしを効率良く制作する技術を
展示しました。

テレビ映像にさまざまな情報（メタデータ）
を自動付与する技術
を活用し、映像に映る人物が誰であるかを自動的に認識する技術
を展示しました。

12 スポーツ番組への手話CG自動付与

13 リアルタイム競技データからの音声ガイドの自動生成

聴覚に障害のある方にスポーツ番組をより楽しんでいただけるよ P1 好ましい音声ガイドの要件
う、自動で手話CGを生成し、試合内容の理解を手助けする、スポー
スポーツ中継の競技関連データから解説原稿を自動生成し、合
ツ番組向け手話CGアプリケーションを展示しました。
成音声で自動発話させる「音声ガイド」
と、音声ガイドの好ましさ
に関する評価結果を紹介しました。
音声ガイドの自動生成

音声ガイド要件のポスター

インターネット活用技術
14 行動連携サービスとその基盤技術

15 テレビ視聴ロボット

生活のあらゆる場面で番組の視聴とユーザーの行動をつなげる
テレビを一緒に楽しむパートナーとして、テレビと人の検出や、
技術の実現に向けて、民間放送事業者などと連携した多様なサー 番組に関連した話題の発話生成などを組み合わせて動くロボットを
ビス事例を紹介しました。
展示しました。

16 安全な放送通信連携サービスのためのプライバシー保護システム

個人向けの放送通信連携サービスを安全・安心に実現するための暗号
技術に向けて、放送事業者が視聴者の好みに応じたサービスを高い安全
性で提供できる技術を紹介しました。
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スーパーハイビジョン
17 進化する8K撮影・記録技術
P2 8Kスーパーハイビジョンの撮影を支える技術

8Kでの多彩な番組制作を目指し、4倍速で撮影・記録できるス
ローモーションシステムや、8K映像をメモリーカードに記録する
8Kカムコーダー、および4K・8K撮影を支える技術などを紹介し
ました。

18 22.2マルチチャンネル音響用デバイス

高性能で高い利便性を兼ね備えた22.2ch音響用デバイスとし
て、高い空間分解能を有するワンポイントマイクロホンと粘弾性圧
電コンポジットフィルムを用いた薄型スピーカーを紹介しました。
ワンポイントマイクロホン

スローモーションシステム

8K撮影を支える技術のポスター

薄型スピーカー

19 HDR/SDR一体化制作カメラと色再現

20 IPネットワークを利用した番組制作システム

21 中継制作の可能性を広げるスマートFPU

22 ８KスーパーハイビジョンFPU

IPネットワークを利用した番組制作システムに向け、8K信号をIP
明るさの表現範囲が広いハイダイナミックレンジ（HDR）映像信
号と、従来の標準ダイナミックレンジ（SDR）映像信号を同時に出 ネットワークで伝送するための変換装置や、離れたスタジオ設備な
どを共用するための技術について紹介しました。
力できる、一体化制作カメラを展示しました。

8Kの生中継用無線伝送システムの開発に向け、大容量化したミ
中継番組などを放送局へ無線伝送するFPUを双方向化し、映像
のファイル伝送のほか、機器の遠隔制御など、多くの機能をIPネッ リ波帯FPUと、高効率映像圧縮符号化方式によるリアルタイム8K
伝送システムを展示しました。
トワークで接続する技術やその運用例を紹介しました。
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P4 大画面での視聴が好まれる

23 次世代地上放送システム
P3 次世代地上放送システムのための音声符号化方式

次世代地上放送の実現に向け、固
定受信向けのスーパーハイビジョン
と移動端末向けのハイビジョンを同
時に提供する階層伝送システムと、
移動端末向け通信連携技術、高効
率な映像・音声符号化方式の要素
技術を展示しました。

コンテンツの特徴

8Kに適した映像制作に向け、さま
ざまな画面サイズやシーンの8K映像
を対象にした評価実験を行い、好ま
れる画角の大きさと視距離との関係を
紹介しました。

移動端末向け技術

階層伝送システム

音声符号化のポスター

立体テレビ
24 並列型インテグラル立体ディスプレー

インテグラル立体テレビの映像品質の向上に向け、複数の直視
型表示パネルの映像を合成することにより、立体映像の多画素化
を実現する技術を展示しました。

25 インテグラル立体テレビの要素技術

インテグラル立体テレビの要素技術として、レンズアレー不要の
撮影技術、高品質な奥行き表示のための奥行き圧縮表現、そして
立体像の画質を向上させる表示技術を紹介しました。

P5 電子ホログラフィー用狭画素ピッチ空間光変調器

電子ホログラフィー用表示デバイスとして、画素ピッチ
2μmのスピン注入型空間光変調器と、駆動電流の低減を
目指した新構造の素子について紹介しました。

P6 光フェーズドアレー

レンズアレーが不要なインテグラル立体テレビ用ディスプ
レーに向け、光ビームの方向を自在に制御できるポリマー
材料を用いた、光フェーズドアレーの動作実験について紹
介しました。

空間光変調器のポスター

光フェーズドアレーのポスター
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次世代デバイス
26 高色純度有機ELデバイス

27 3次元構造撮像デバイス

スーパーハイビジョン放送の広色域表色系に対応した有機EL
将来の立体映像の撮影への活用を目指して、信号処理回路の
ディスプレーの実現に向け、従来と比べて極めて色純度が高い緑 改良により画素を微細化した3次元構造撮像デバイスを展示しまし
色有機ELデバイスを展示しました。
た。

28 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の実現を目指して研究を進める、磁性細線メモリーを紹介
し、記録された情報が駆動する様子を展示しました。

P7 環境に配慮した量子ドットEL素子

P8 シート型ディスプレーに向けた高速駆動薄膜トランジスター

広色域で超高精細なディスプ
レーの実現に向け、塗布成膜が
可能で高色純度発光が期待でき
る量子ドット材料を用いたEL素
子を紹介しました。

高画質・低消費電力なシート型
ディスプレーの実現に向け、高速
駆動が期待できる高性能酸化物薄
膜トランジスターを紹介しました。

P9 光電変換膜を積層した固体撮像デバイス

P10 有機撮像デバイスの高画質化に向けた要素技術開発

高感度な8Kスーパーハイビジョ
ンカメラの実現を目指し、電荷増倍
が可能な光電変換膜やそのための
読み出し回路の特性について紹介し
ました。
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光の3原色それぞれにのみ感
度を持つ有機膜を積み重ねた、
有機撮像デバイスの実現に向
け、その形成技術や、特性につ
いて紹介しました。

東京オリンピック・パラリンピック
29 実空間センシングによるスポーツ中継向け新映像表現技術

30 ウルトラ指向性マイクロホン

スポーツ番組をより楽しんでいただける新たな映像表現に向け、ボール
大勢の歓声の中でも、スポーツの競技音をクリアに収音
の軌跡や選手の顔の向きなどの被写体情報を高精度に取得する技術を展 できるマイクロホンとして、従来よりも鋭い指向性を有する
示しました。
ショットガンマイクロホンを紹介しました。

ゴルフボールの軌跡追跡の実演

NHKエンジニアリングシステム
31 NHK技術の活用と実用化開発の紹介

NHKの研究開発成果である保有特許など
の周知・あっせんと、放送技術の社会還元を
目指した実用化研究のうち、映像検索、手話
CG、8KのPC応用や医療応用をそれぞれ展示
しました。
技術の活用に向けた紹介

気象情報手話CG

8K医療応用（顕微鏡映像）

体験型展示
T1 インテグラル立体の飛び出す絵本

T2 バーチャルリアリティーを体感してみよう

インテグラル立体映
像を用いて、ユーザー
の操作で飛び出す量、
映像の向きや大きさを
任意に変えられる「飛
び出す絵 本」を展 示し
ました。

8Kデ ィス プ レ ー を
使って、あたかも自分が
そこにいるかのような体
感ができるバーチャルリ
アリティー技術を展示し
ました。

T3 ラインアレースピーカーによる3次元音響再生

T4 視点を切り替えて楽しもう！

22.2ch音 響 を家 庭
で簡単に再生するため
の、トランスオーラル
技術を用いた3次元音
響を体験していただき
ました。

MMT配信技術による新たな視聴体験

MMT配信技術による
多視点映像の切り替え
を利用した、エンターテ
インメント性の高い新し
い視聴体験をお楽しみ
いただきました。
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放送博物館
M 放送用VTRの変遷

技術局 スーパーハイビジョン企画展示
J スーパーハイビジョン衛星放送の受信システム

生放送だけであった番組の制作手法を大きく変えたVTRは、 2018年に実用放送の開始を予定しているスーパーハイビジョ
技研でも多くの研究が行われました。これまでのVTR機器の変 ン（4K・8K）衛星放送を、ご家庭で視聴いただくために必要な
遷を、実機とともにご紹介しました。
受信機器と、ケーブルテレビ経由でご覧いただくために開発した
再放送技術をご紹介しました。

イベント
技研公開ガイドツアー

技研の職員が同行して代表的な展示について解説する「技研公開ガイドツアー」
を
5月27日（土）、28日（日）
の2日間実施しました。ガイドツアーに参加されたみなさ
まから、「見どころがよくわかって効率的。自分たちで見学するより、より詳しく理解
できた。ありがとうございます!」、「技術者の方は大変かもしれませんが、率直に説
明していただけて好感が持てました」
などの声をいただきました。

スマホでスタンプラリー

東京五輪応援技術イベント

みんなで体験！工作広場

5月27日〜 28日の2日間、スタンプ
ラリーを実施しました。今年は、スマー
トフォンと専用アプリを使って、技研公
開のオリジナ
ルどーもくん
やその仲間た
ちを集めなが
ら、 会 場 を
回っていただ
きました。

5月27日〜 28日の2日間、スケート
ボードとBMXのプロ選手をお招きし、
講堂に設けた専用コースで実演いただく
とともに、フルスペック8Kによるライブ
制作を実施しました。

5月27日〜 28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、切り絵やオリ
ジナルバッグ作りをお楽しみいただきま
した。

来場者からいただいたご意見
年々技研の仕事が進化しているよ

民放やメーカーでは難しい、直接の利益

うに感じます。展示方法にも工夫が

には結びつきにくい基礎技術開発や公共

あり、次回も楽しみです。

感動的で良質な番組の制作のために、

性の高い番組制作に期待している。

技研の技術が有効に活用されることを
期待しています。
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ものによっては、もう少し簡単に説明した

NHKの技術開発の方向性が理解

パネルが欲しかった。細かい技術的な話

できました。

をされても良く分からないので。
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