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技研公開2018
最新の研究成果を一般に公開するイベント「技研公開
2018」を、5月24日（木）から5月27日（日）まで開催しま
す。今年は、
「よりリアルに、スマートに、あなたとつなが
る」をテーマに、より臨場感・実物感の高いコンテンツ制作、
AI（人工知能）による番組制作支援、インターネットの活用
など、新しい放送技術とサービスの創造に向けた研究成果
を分かりやすく展示します。詳細はホームページをご覧く
ださい。http://www.nhk.or.jp/strl/open2018/

最新の研究成果 24項目を展示

展示

5/24（木）〜27（日）
10：00-17：00
（入場は終了の30 分前まで）

AIを活用して白黒映像をカラー映像に自動変換
テレビと携帯端末が連携する新しい視聴体験
フルスペック8Kに向けた番組制作機器
番組制作向けIP伝送や次世代の地上・衛星放送
解像度を高めた3次元映像システム
将来の放送を支える撮像・表示デバイスなど
『NHK技研３か年計画（2018-2020年度）』

基調講演

10:10-10:40

5/24（木）

10:10-11:25

放送技術研究所

講堂

NHK放送技術研究所長
黒田 徹

『IoA (Internet of Abilities)実現への挑戦、放送の未来』

10:40-11:25

東京大学教授／ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長
暦本 純一 氏

11:35-12:00

講演

5/24（木）
11:35-12:50
放送技術研究所

講堂

12:00-12:25

12:25-12:50

講堂
8Kシアター

イベント

5/24（木）〜27（日）

10:20-17:00

（5/24のみ13:20-17:00）
※最終上映は16:40開始
放送技術研究所 講堂

5/26（土）〜27（日）

『臨場感を超えるリアリティーイメージング』
テレビ方式研究部 部長

境田 慎一

『コネクテッドメディア 〜 つながる で放送が変わる〜』
ネットサービス基盤研究部 部長

中川 俊夫

『AIを活用したスマートプロダクション』
ヒューマンインターフェース研究部 部長

岩城 正和

フルスペック8K対応のレーザープロジェクターによる超高精細映像と、
22.2マルチチャンネルによる3次元音響で、
「NHKバレエの饗宴」のほ
か、スポーツや音楽など最新の8Kコンテンツをダイジェストでご覧いた
だきます。
ガイドツアー ：研究員が展示の見どころをご案内
スタンプラリー：クイズに答えながらスタンプを押して会場を回ろう
そのほか、お子様向けのワークショップの開催も予定しています。

※ 今後、スケジュールや内容が変更になることもございますので、ご来場の際は事前にホームページをご確認ください。

NAB Show 2018で最新の研究成果を紹介
世界最大の放送機器展NAB Show 2018が4月7日〜 4月12日に米国・ラスベガスで開催され、NHKは
メディアに関連した研究開発プロジェクトを展示するゾーン“Futures Park”で、技研の最新の研究成果を
紹介しました。8Kスーパーハイビジョンシアターでは、HDR（ハイダイナミックレンジ）で撮影した最新の
8Kコンテンツをプロジェクターで上映したほか、家庭内視聴を想定した8Kのディスプレーサイズやスピー
カーシステムの異なる3つの視聴スタイルを紹介しました。
また、8Kの番組制作機器として、1秒間に240コマを撮影できる8K/240Hz単板カメラと4倍速スロー
モーションシステムや、高品質・低遅延で8K映像・音声等をIPで伝送し、柔軟な番組制作を可能にする伝
送システムを展示しました。さらに、8K技術を用いた新しいサービスの可能性として、スーパーハイビジョ
ンの試験放送でも採用されているMMT配信技術を用いたマルチビューや、8Kディスプレーによる高精細
VRを紹介しました。来場者からは、
「8Kスロー
モーション映像が大変きれい」、
「MMTによるマ
ルチビューは、これまでの放送の枠を超えた新し
い視聴体験が期待できる」などのご意見をいただ
きました。
展⽰と併せて開催された会議では、AIを活⽤
した番組制作技術や⼈にやさしい放送に関する講
演を⾏い、NAB Best Paper Awardを受賞しま
した。
今後も、12月に開始される8Kの本放送や、そ
の先の新しい放送メディアの実現に向けて、研究
開発を推進していきます。
NAB Show 2018でのNHKブース

A I キ ャス タ ー が ニ ュース チ ェッ ク 11に 登 場
技研が開発した音声合成技術を活用したAIキャスター「ニュースのヨミ子」が、総合テレビで放送中の
“ニュースチェック11”に登場しました。この音声合成は、AI技術の一つである「ディープラーニング」を使っ
て実現しています。アナウンサーがニュースを読み上げる音声は、普通の人の声と比べてテンポよく滑らか
で、分かりやすいなどの特徴があります。こ
のような音声を再現するため、大量のニュー
ス原稿とアナウンサーの音声をもとに、文脈
に応じた音声の特徴をAIが学習しました。ア
ナウンスのノウハウが詰め込まれた音声を学
習データに用いることで、自然なニュース口
調を実現しています。また、放送を重ねるに
つれて、さらに学習を進めていく予定です。
今後も、より人の声に近い音声合成を目指
し、研究開発を進めていきます。
ニュースチェック11での放送映像

磁気と光で3次元映像を表示！ 光変調デバイス

立体映像研究部

技研では、自然な3次元映像を楽しめる空間像再生
型3次元テレビの研究に取り組んでいます。空間像再
生方式のひとつである「ホログラフィー」は、光の回折
と干渉を利用し、被写体からの光の情報を干渉縞とし
て記録・再生する技術です。2次元の縞模様からなる
干渉縞に、位相のそろった光を照射すると、記録され
た光の情報が忠実に再現され、同じ位置に被写体の3
次元映像を再生することができます。

光の明暗を制御
入射光
(偏光した光)

今後も、材料や構造などの改善を図り、ホログラ
フィー表示に必要な要素技術の研究開発を進めていき
ます。
*SLM (Spatial Light Modulator):空間光変調器

偏光フィルター
磁気光学カー効果

透明電極
光変調層

絶縁層

中間層
磁化固定層

ホログラフィーによる3次元映像の実現には、光の
波長程度の微細な干渉縞を表示するだけでなく、それ
を高速に切り替えて表示できる光変調デバイスが必要
です。技研では、磁石を用いた独自のスピン注入型空
間光変調器（スピンSLM*）を提案し、開発を進めてい
ます。
図1は、スピンSLMの1画素の断面構造です。光変
調デバイスは、トランジスターに接続された下部電極
と上部の透明電極の間に形成されており、磁化の向き
が変化しない磁化固定層、磁性を持たない中間層、磁
化の向きが変化する光変調層で構成されています。素
子面に垂直な方向へ電流を流すと、電子の磁気的な性
質であるスピンがそろって光変調層に注入され、磁化
の向きが反転します。再生時は、素子に偏光
（フィルター
などで振動面をそろえた光）を照射すると、光変調層
で反射した光が磁化の向きに応じて偏光方向が回転す
るため（磁気光学カー効果）、偏光フィルター越しに見
える光の明暗を制御することができます。スピンSLM
に上向きと下向きの磁化方向で干渉縞を表示して高速
に切り替えることで、ホログラフィーによる3次元映像
を表示することが可能となります（図2）。これまでに、
世界最小の画素ピッチ2μm、画素数1K×1Kのスピン
SLMを開発し、2次元画像の表示に成功しています
（図3）。
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図1 スピンSLMの1画素断面構造
立体像

入射光
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干渉縞を表示
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図2 スピンSLMによる立体映像表示

100 μm
= 50画素分
(a) 試作したスピンSLM

図3

(b) 2次元表示画像

(a) 試作した画素ピッチ2μm、画素数1K×1Kの
2次元スピンSLMと(b)2次元表示画像

「HDR ・ 広色域」で何が変わる ?

Labo ちゃん
リサーチ
Vol.

2

超高精細だけじゃない！

見た目を忠実に再現する映像技術
★今回の先生★
テレビ方式研究部
池田 善敬研究員

最近よく聞く、でも、いまひとつ分からない。これからの放送を支える
「技術のキーワード」について、技研イメージキャラクターの「ラボちゃん」
が、研究員に聞きました。

最近のテレビは、
「HDR対応」という言葉をよく見かけるね。また、
12月から始まる新しい放送では、
「広色域」にも対応していると聞い
たよ。これはどういうこと？

HDR（ハイダイナミックレンジ）は、従来と比べて、より広い明暗の幅を表現できる技術です。
これまでのテレビは、表示できる明暗の幅に限界がありましたが、最近のテレビはより明るく表示
できるため、明るい部分から暗い部分まで幅広く表現できるようになりました。例えば、
“日なた
と日陰の明暗差が大きいシーン”や“ガラスや金属に反射した光”など、これまで再現の難しかった
映像も、HDRでは、より正確に撮影・表示でき、豊かな映像表現が可能になります。このように
映像の明るさを幅広く利用する映像方式が
HDRです。
また、明暗の幅と同じように、これまでの
テレビでは色の表現範囲にも限界がありま
した。こちらは「広色域」という技術によっ
て、より自然で鮮やかな色を表現できるよ
うになりました。12月から始まる4K・8K
放送では、高い解像度に加えてHDRや広
色域の技術を併せることで、現行のハイビ
ジョン以上に見た目を忠実に再現できます。
従来映像（左）
とHDR映像（右）
の比較

新しいテレビでは明るさや色の表現がより豊かになるんだね。
技研ではHDRと広色域に関して、どんな取り組みをしているの？

1つは映像方式の標準化です。HDRと広色域の映像をカメラで撮影し、テレビで表示する過程
の映像信号（明るさや色などの電気信号）は、これまでのテレビとは異なる新しい方式で取り扱わ
れます。技研では、この映像方式を検討するとともに、国内外の放送事業者やテレビ機器メーカー
との間で方式を共通化するため、その内容をさまざまな標準化機関に提案し、規格の策定に寄与
してきました。
また、HDRや広色域の映像効果を十分に表現
できる表示装置はまだ少ないため、正確に表示で
きる液晶ディスプレーやプロジェクターの試作を進
めています。これまでに、鮮やかな赤・緑・青色
を出すことができるレーザーを用いて広色域を実
現するプロジェクターなどを開発しました。今後
も、臨場感・実物感あふれる映像表現に向けた技
術の研究開発に取り組んでいきます。

まるで本物
みたい！

ラボちゃんの親友
ミミちゃん

８Kレーザープロジェクター
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