
1．スーパーハイビジョン放送への道程

1995年に着手した超高精細映像の研究は、映像方式・音響方式・伝送方式の研究と国際・国内標準
化、カメラやディスプレー、インターフェース、収音・音響制作装置などの機器開発、コンテンツ制
作、パブリックビューイングなどを経て、2018年12月１日に始まった新4K8K衛星放送に結実した

（表1.1）。

1.1 映像方式
1.1.1 映像フォーマットの研究（2.1節参照）

スーパーハイビジョン映像フォーマットの最適なパラ
メーター値を検討する研究は、2009年までに画素数、ア
スペクト比、ビット深度の検討を終え、2010年以降は、
表色系とフレーム周波数を決定するための研究を継続す
るとともに、ダイナミックレンジの拡大を検討した。

2010年、スペクトル軌跡上に三原色を配置した広色域
表色系に基づく撮像・表示実験を行ってその有効性と実
現性を実証した。フレーム周波数については、自然画像
の動画質とフレーム周波数の関係を評価し、動きぼやけ、
ストロボ効果、フリッカーに関する検討結果も考慮して、
フルスペックスーパーハイビジョンのフレーム周波数を
120Hzとする判断を下した。

超高精細度テレビジョン（UHDTV: Ultra High Definition 
Television）の映像フォーマットが国際標準化された後、
2013年、高ダイナミックレンジ（HDR: High Dynamic 
Range）映像の研究を開始した。2015年、従来のダイナ
ミックレンジ（SDR: Standard Dynamic Range）のテレ
ビとの整合性を考慮した方式を提案し、英国放送協会

（BBC）から提案された方式と統合してHLG（Hybrid 
Log-Gamma）方式を開発した。HLG方式の策定にあたっ
ては、電気―光変換特性（EOTF: Electro-Optical Transfer 
Function）とシステムガンマが議論となったが、NHK
とBBCの双方で実験が重ねられて統一方式策定に至っ
た。

映像フォーマットのパラメーター値の検討に関する研
究とともに、スーパーハイビジョンの視覚心理的効果を
明らかにするため、映像の解像度と実物感の関係を評価
し、臨場感に関する評価結果と合わせて、8K解像度の
有効性を臨場感と実物感の両面で示した。さらに、広色
域表色系と従来色域（HDTV色域）との間の変換方法、
HDRとSDRとの間の変換方法、カメラMTF（Modulation 
Transfer Function）の測定方法、HDR制作の運用基準、
色域の計算基準など、スーパーハイビジョンを放送に導
入する際の課題解決に取り組んだ。

1.1.2 スーパーハイビジョン映像方式の標準化（2.6節参照）
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）において、大

画面デジタル映像（LSDI: Large Screen Digital Imagery）
としての標準化に続いて、UHDTVとして、スーパーハ
イビジョン映像方式の標準化を進めた。2009年までに、
広色域表色系を含む主要な映像パラメーターの研究成果
を寄与していた。2011年には、60Hzを超えるフレーム
周波数として120Hzを統一周波数とする提案をしたほか、
UHDTV映像・音響フォーマットの早期標準化の必要性
の理解を得るため、同年９月のITU-R会合でスーパーハ
イビジョン映像と22.2ch音響のデモを行った。輝度・色
差信号形式については定輝度方式と非定輝度方式（従来
方式）が争点となったが、それぞれに利点があることが
認識され、2012年８月、両形式を併記し、広色域表色系
やフレーム周波数120Hzを含むUHDTV映像フォーマッ

表1.1　新4K8K衛星放送に至る主な研究開発と標準化（2010年度以降）

年度 機器開発 国際標準化 放送方式 PV、放送
2010年 フル解像度カメラ

2011年 85インチLCD 
145インチPDP

2012年 ITU-R BT.2020-0 ロンドン五輪PV

2013年 広色域カメラ 
レーザープロジェクター

ISO/IEC 23008-2｜
ITU-T H.265

2014年 ITU-R BS.2051-0 
ISO/IEC 23008-1

総務省令・告示 
ARIB標準規格

2015年 HDR対応LCD 衛星伝送実験

2016年 フルスペック（広色域, HDR, 120 Hz）カメラ
フルスペックプロジェクター

ITU-R BT.2100-0 
ITU-R BO.2098-0 総務省令（HDR） 4K8K試験放送

2017年 フルスペック制作実験

2018年 1.25インチ３板式フルスペックカメラ
88インチシート型OLED 新4K8K衛星放送
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トの勧告ITU-R BT.2020が成立した。これを受けて、
（一社）電波産業会（ARIB）では、勧告ITU-R BT.2020
のうち、国内で使用されることを想定した仕様を定めた
標準規格ARIB STD-B56「超高精細度テレビジョン方式
スタジオ規格」が策定された。その後、60Hzを超える
フレーム周波数については、欧州の意向で勧告ITU-R 
BT.2020に100Hzを追加することが避けられない状況と
なり、120Hzでの統一は困難と判断し、2014年、ARIB 
STD-B56にフレーム周波数120/1.001Hzが追加された。
また、2015年、勧告ITU-R BT.2020にもフレーム周波数
100Hzと120/1.001Hzが追記された。

2012年、UHDTV映像フォーマットの標準化と同時期
に、テレビジョン映像のダイナミックレンジを拡張した
方式（後に、高ダイナミックレンジテレビジョン（HDR-
TV）と呼ぶようになった）の標準化に向けた検討が
ITU-Rで始まった。HDR-TVの要求条件や検討課題に関
する議論が続いた後、2015年、従来のテレビとの整合性
を考慮した方式を提案した。NHK案とBBC案を統合し、
同年７月、映像システムパラメーターのうち光―電気変
換特性（OETF: Opto-Electric Transfer Function）、表
色系、信号形式を定めたARIB標準規格を提案し、ARIB 
STD-B67が策定された。また、超高精細度テレビジョ
ン放送の映像符号化方式として採用されていたHEVC

（High Efficiency Video Coding）規格（ISO/IEC 23008-2｜
ITU-T H.265）がこのOETFを参照するようHEVC規格
の 改 訂 を 提 案 し、HEVC規 格 第 ３ 版 に 採 用 さ れ た。
NHKとBBCの統一方式は、2016年７月、HLG方式とし
て勧告ITU-R BT.2100に規定された。その後、2018年１
月、ARIB STD-B67はHLG方式のシステムパラメーター
を規定するよう改定された。また、2017年、基準白レベ
ルなどを含むHDR-TV番組制作の運用指針がレポート
ITU-R BT.2408にまとめられ、その後もHDR-TV番組制
作の経験を踏まえて更新が続けられている。ARIBでも、
2018年、技術資料TR-B43「高ダイナミックレンジ映像
を用いた番組制作の運用ガイドライン」が策定された。

この活動は、菅原正幸、西田幸博、正岡顕一郎、日下
部裕一が主に担当した。

1.2 音響方式
1.2.1 音響システムの研究（3.1.1項参照）

2009年までに、5.1サラウンドを超えるマルチチャン
ネル音響のチャンネル数とスピーカー配置を心理音響研
究によって検討し、22.2マルチチャンネル音響（以下
22.2ch音響）方式を提案していた。2010年以降は、提案
方式の有効性を補強する主観評価実験を行うとともに、
22.2ch音響制作や家庭での再生のための研究開発に注力
した。

1.2.2 22.2ch音響方式の標準化（3.6節参照）
2009年までに、5.1サラウンドを超えるマルチチャン

ネル音響として22.2ch音響方式をITU-Rに提案し、審議
が継続していた。2011年５月、先進的マルチチャンネル
音響方式の性能や機能の要求条件を定める新勧告を提案
し、2012年１月、勧告ITU-R BS.1909が策定された。要
求条件を満足する音響システムの勧告策定に向けて、音
像定位や包み込まれ感に関する評価実験結果を示して
22.2ch音響の必要性を主張した。22.2ch音響のほか、10. 
2ch音響などのチャンネルベース音響やオブジェクト
ベース音響が提案されたことから、2013年４月、チャン
ネルベース音響とオブジェクトベース音響のハイブリッ
ド方式の枠組みの新勧告を提案し、並行して、ARIBで
は22.2ch音響の標準規格策定作業を進めた。2014年２月、
チャンネルベース音響とオブジェクトベース音響、それ
らを組合せたシステムにおけるスピーカー配置およびメ
タデータの要求条件を規定した先進的音響システムの勧
告ITU-R BS.2051が策定された。これを受けて、2014年
３月、ARIB STD-B59「三次元マルチチャンネル音響方
式 ス タ ジ オ 規 格 」 が 策 定 さ れ た。2016年 ７ 月 に は、
ARIB STD-B59に7.1ch音響が追加された。さらに、2018
年７月、22.2ch音響制作スタジオの実装事例や番組制作
事例をまとめたARIB TR-B44「三次元マルチチャンネ
ル音響方式番組制作ガイドライン」が策定された。

この活動は、渡辺 馨、小野一穂、大久保洋幸、大出
訓史が主に担当した。

1.3 放送方式
2012年、ロンドン五輪スーパーハイビジョンパブリッ

クビューイング（1.4.1項参照）の成功や超高精細度テ
レビジョンの映像方式の勧告ITU-R BT.2020の成立の後、
同年11月、総務省は「放送サービスの高度化に関する検
討会」を立ち上げ、2013年６月、4K8Kによる放送を早
期に実現するために放送事業者や受信機メーカー等が取
り組むべき目標と時期を定めたロードマップを公表した。
2014年２月に始まった4K8Kロードマップのフォロー
アップ会合では、同年９月の中間報告で、2016年の放送
衛星による試験放送開始、2018年の本放送開始の目標が
示された。

4K8K放送に必要な標準規格や運用規定のNHK案を策
定するため、2013年４月、NHK内のスーパーハイビジョ
ン推進プロジェクト標準化WGの下に、SHV実用化試験
放送標準化タスクフォースを設置した（図1.1）。

2013年５月、情報通信審議会情報通信技術分科会放送
システム委員会は、衛星放送による超高精細度テレビ
ジョン放送システムに関する技術的条件の検討を開始し
た。NHKは、放送システム委員会に設置された超高精
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細度テレビジョン放送システム作業班に参加するととも
に、SHV実用化試験放送標準化タスクフォースによる
NHK案に基づき、ARIBに委ねられた詳細検討を主導し
た。2014年３月、技術的条件が情報通信審議会から答申
され（1）、同年６月、国の技術基準を定めた総務省令や
総務省告示が公布された。同年７月、国の技術基準に基
づき、ARIBデジタル放送システム開発部会は、放送方
式を構成する伝送路符号化、多重化、限定受信、映像符
号化、音声符号化、マルチメディア符号化に関する一連
のARIB標準規格を策定し、同年12月には受信装置に関
するARIB標準規格を策定した。これらのARIB標準規
格に基づき、ITU-Rに新勧告あるいは勧告改訂を提案し、
それぞれITU-R勧告に反映された（表1.2）。

2015年11月、4K8K放送に高ダイナミックレンジテレ
ビジョン（HDR-TV）を導入する機運の高まりを受け、
情報通信審議会放送システム委員会はHDR-TV導入のた
めの技術的条件の検討を開始した。2016年５月、ARIB
からの提案に基づき、技術的条件が情報通信審議会から
答申され（2）、同年７月、HDR-TV映像方式の勧告ITU-R 
BT.2100が発行されるのと前後して総務省令が改正され、

4K8K放送でのHDR-TV放送が可能となった。同年８月
１日に試験放送が始まり、2018年12月１日に新4K8K衛
星放送が開始された。

この活動は、黒田 徹、菅原正幸、池田哲臣、渡辺 馨、
西田幸博、中村直義、高田政幸、田中祥次、砂崎俊二、
中山靖茂、西本友成、亀井 雅、青木秀一が主に担当し
た。

1.3.1 映像符号化
2012年10月、HEVC（High Efficiency Video Coding）

規格（ISO/IEC 23008-2｜ITU-T H.265）の発行に先立
ち、ARIBデジタル放送システム開発部会映像符号化方
式作業班は、HEVCをスーパーハイビジョンやハイビ
ジョンの放送で使用することを想定した技術動向の調
査・予測ならびに符号化パラメーターの制約条件の検討
を開始した。2013年には、符号化パラメーターの詳細規
定ならびに8K映像を符号化するための並列処理の方法
や120Hz映像の放送のための時間階層符号化などの運用
ガイドラインを定めるとともに、HEVCによる所要ビッ
トレートを符号化映像の主観画質評価実験によって推定

SHVロードマップ
検討TG

SHV推進PJ

SHV実用化試験放送標準化TF

送出･送信 GCAS/RMP Gデータ放送･
 双方向G映像･音声 G MMT/SI G 受信機 G

大型スポーツ
WG

コンテンツ
制作WG 設備WG 標準化WG

表1.2　新4K8K衛星放送方式の国内・国際標準化

分野 技術 国の技術基準 ARIB標準規格 国際標準

映像 UHDTV/HDR

総務省令 
総務省告示

ARIB STD-B56 
ARIB STD-B67

勧告ITU-R BT.2020 
勧告ITU-R BT.2100

音響 22.2 ch ARIB STD-B59 勧告ITU-R BS.2051

映像符号化 HEVC ARIB STD-B32第1部
ISO/IEC 23008-2 
勧告ITU-T H.265 
勧告ITU-R BT.2073

音声符号化 MPEG-4 AAC 
MPEG-4 ALS ARIB STD-B32第2部 ISO/IEC 14496-3 

勧告ITU-R BS.1196

マルチメディア符号化 HTML5 
ARIB-TTML ARIB STD-B62 W3C勧告

限定受信 第二世代CAS ARIB STD-B61

多重化 MMT, TLV 総務省令 
総務省告示

ARIB STD-B32第3部 
ARIB STD-B60

ISO/IEC 23008-1 
勧告ITU-R BT.1869 
勧告ITU-R BT.2074

伝送 ISDB-S3 ARIB STD-B44 勧告ITU-R BO.2098

図1.1　SHV実用化試験放送標準化の局内体制
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し、同年10月、情報通信審議会放送システム委員会に提
案・報告した。2014年７月、国の技術基準に基づき、
HEVCによる8K/4K/2K・120Hz/60Hz・広色域映像の
符号化がARIB STD-B32第１部3.0版に規定された。

2015年８月、映像符号化方式作業班と多重化作業班は
合同で超高精細度テレビジョン衛星放送にHDRを導入
するための検討に着手した。HDR-TVの国際・国内標準
化の状況を考慮してHLG（Hyblid Log-Gamma）とPQ

（Perceptual Quantization）の２方式を採用するととも
に、HDR映像の符号化画質を確認し、情報通信審議会
放送システム委員会に提案・報告した。2015年12月、
HDR放送に対応する仕様がARIB STD-B32第１部3.5版
に規定され、2016年９月、HDR-TV放送のための国の技
術基準が同3.8版に反映された。

この活動は、西田幸博、市ヶ谷敦郎が主に担当した。

1.3.2 音声符号化
2013年６月、ARIBデジタル放送システム開発部会音

声符号化方式作業班は、超高精細度テレビジョン放送の
音声符号化方式の検討を開始した。同年10月、最大
22.2chの 音 声 信 号 をMPEG-4 AAC（Advanced Audio 
Coding）で符号化する方式およびロスレスの高音質
サ ー ビ ス 用 に 最 大7.1chの 音 声 信 号 をMPEG-4 ALS

（Audio Lossless Coding）で符号化する方式を情報通信
審議会放送システム委員会に提案した。2014年７月、国
の技術基準に基づき、MPEG-4 AACによる最大22.2ch
音声の符号化、MPEG-4 ALSによるロスレス符号化、ダ
イアログ制御情報の送出がARIB STD-B32第２部3.0版
に規定された。

この活動は、渡辺 馨、中山靖茂、杉本岳大が主に担
当した。

1.3.3 マルチメディア符号化
2013年９月、ARIBデジタル放送システム開発部会

データ放送方式作業班は、超高精細度テレビジョン放送
におけるマルチメディア符号化方式の検討を開始した。
また、2014年３月、同データ符号化方式作業班はマルチ
メディア符号化方式で用いるモノメディア符号化方式、
字幕・文字スーパーの符号化・伝送方式の検討を開始し
た。2014年 ７ 月、HTML5（Hyper Text Markup 
Language version 5）によるマルチメディア符号化と
ARIB TTML（Timed Text Markup Language）による
字幕符号化などを規定するARIB STD-B62が策定された。

この活動は、武智 秀、竹内真也が主に担当した。

1.3.4 限定受信
2013年８月、ARIBデジタル放送システム開発部会権

利保護方式作業班とアクセス制御方式作業班は合同で、
超 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 適 用 す るCAS

（Conditional Access System）システムの検討を開始し
た。同年11月、暗号アリゴリズムを鍵長128bitのブロッ
ク暗号（AESまたはCamellia）とし、放送や通信を使っ
て関連情報の処理に関わる受信機側のソフトウェアを更
新するダウンローダブルCAS方式を情報通信審議会放
送システム委員会に提案した。2014年７月、国の技術基
準に基づき、超高精細度テレビジョン放送システムの限
定受信方式としてAESまたはCamelliaの128bitブロック
暗号とダウンローダブルCASを規定するARIB STD-B61
が策定された。

この活動は、西本友成、上原道宏、真島恵吾が主に担
当した。

1.3.5 多重化
2013年２月、ARIBデジタル放送システム開発部会多

重化作業班は、ISO/IECで標準化作業が進められていた
MMT（MPEG Media Transport, ISO/IEC 23008-1）を
次世代放送に用いる可能性について検討を開始した。超
高精細度テレビジョン放送の多重化方式の要件を整理し、
同年10月、高度化した放送・通信連携に適合する多重化
方式として、IP（Internet Protocol）ベースのMMT・
TLV（Type Length Value）方式と、従来の方式を拡張
した拡張MPEG-2 TS方式の２方式を情報通信審議会放
送システム委員会に提案した。2014年７月、国の技術基
準に基づき、デジタル放送の多重化方式を規定する
ARIB STD-B32第３部3.0版およびMPEG-2 TSにおける
識別子や記述子を規定するARIB STD-B10 5.4版が策定
されるとともに、MMTによるメディアトランスポート
方式を規定するARIB STD-B60が策定された。

この活動は、西田幸博、青木秀一、大槻一博が主に担
当した。

1.3.6 衛星伝送
2008年の衛星デジタル放送の高度化に関する情報通信

審議会答申に基づき、2009年、ARIB STD-B44「高度広
帯域衛星デジタル放送の伝送方式」が策定されていた。
2013年５月、ARIBデジタル放送システム開発部会衛星
デジタル放送作業班は、この方式を基本として、APSK

（Amplitude Phase Shift Keying）の追加や低ロールオ
フ率化によって伝送容量を拡大する方式の検討を開始し
た。室内および衛星経由の伝送実験による検証を経て、
同年10月、改良した伝送方式を情報通信審議会放送シス
テム委員会に提案した。2014年７月、国の技術基準に基
づき、ロールオフ率0.03、16APSK（符号化率7/9）によっ
て１中継器当たり約100 Mbit/sの伝送を可能とする方式
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がARIB STD-B44 2.0版に規定された。2016年３月に改
定されたARIB STD-B44 2.1版で、高度広帯域衛星デジ
タ ル 放 送 の 伝 送 方 式 の 名 称 はISDB-S3（Integrated 
Services Digital Broadcasting for Satellite, 3rd 
generation）とされた。

この活動は、田中祥次、橋本明記、鈴木陽一、西田幸
博が主に担当した。

1.3.7 受信装置
2013年６月、ARIBデジタル放送システム開発部会受

信機作業班は、高度広帯域衛星デジタル放送用受信装置
の標準規格の策定を開始した。2014年12月、宅内配信方
式 の 選 定 や 受 信 装 置 各 部 の 仕 様 を 規 定 し たARIB 
STD-B63が策定された。その後、左旋円偏波の中間周
波数帯域等の規定（2015年３月、1.1版）、POF（Plastic 
Optical Fiber）光配信システムの規定（2019年７月、1.8
版）、高速デジタルインタフェースの規定（2019年12月、
1.9版）などの改定が行われた。

この活動は、高田政幸、田中祥次、長坂正史、土田健
一、亀井 雅が主に担当した。

1.4 パブリックビューイング
スーパーハイビジョンの研究開発や標準化と並行して、

スーパーハイビジョンの魅力を伝え、次世代のテレビと
しての理解を促進するため、国内外でパブリックビュー
イング（PV）を実施した（表1.3）。

1.4.1 ロンドン五輪PV
2012年、NHK、オリンピック放送機構（OBS）、BBC

の共同プロジェクトにより、スーパーハイビジョンによ
るロンドン五輪のPVを実施した（3）。ロンドン市内のオ
リンピック会場で制作し、BBCスタジオで編集・送出
を行い、イギリス、アメリカ、日本の計９か所でPVを
行った（図1.2）。報道局スポーツセンター、放送技術局
が制作から編集・送出までを、技研がBBCスタジオか
ら各PV会場への伝送および各会場での上映を主に担当
した。信号の国際伝送や米国におけるPVについては、
通信事業者やアメリカの放送事業者の協力を得た。

2011年度に発足した関連部局との実施体制により、準
備作業と本番運営を行った。2011年６月、技研内に各
PV会場の責任者とそれをサポートする専門家チームを
中心とする体制を敷き、このチームを中心に準備を進め
た。2012年初めより、技術運営担当、事業運営担当、シ
アター演出担当を確定し、準備を本格化させた。設備に
ついては、制作用設備を技術局が、PV用設備を技研が
それぞれ中心となって準備を進めた。

国際・国内伝送は、2010年から準備を本格化させた。
2010年９月にロンドン→技研、2011年２月にNTT武蔵
野⇄ロンドン折り返し、同年７月にロンドン→技研、同
年９月に国際多地点（ロンドン→ワシントン、技研、国
内３か所）、2012年３月にイギリス内（ロンドン→ブラッ
ドフォード、グラスゴー）、同年４月に国際多地点（ロ
ンドン→イギリス３か所、ワシントン、技研、ふれあい
ホール）の伝送実験をそれぞれ行った。

イギリスでは、2011年４月に会場調査、同年９月に

表1.3　技研主体で実施した主なスーパーハイビジョンパブリックビューイング

年月 イベント 場　　所
2010年９月 IBC2010 アムステルダム（オランダ）
2011年２月 NTT R&Dフォーラム NTT武蔵野研究開発センター
2011年９月 IBC2011 アムステルダム（オランダ）
2011年12月 紅白歌合戦 ふれあいホール（渋谷）

2012年７- ８月 ロンドン五輪
ふれあいホール、スタジオパーク、ベルサール秋葉原、福島放送局
ロンドン、ブラッドフォード、グラスゴー、国際放送センター（イギリス）
ワシントンD.C.（アメリカ）

2012年12月 紅白歌合戦 横浜局、東京タワー
2013年４月 NAB2013 ラスベガス（アメリカ）
2013年９月 IBC2013 アムステルダム（オランダ）
2013年10月 オーディオホームシアター展 タイム24ビル（青海）
2014年２月 NTT R&Dフォーラム NTT武蔵野研究開発センター
2014年６- ７月 FIFA World Cup ブラジル（３会場）、東京、横浜、大阪、徳島
2014年10月 オーディオホームシアター展 タイム24ビル（青海）
2015年４月 NAB2015 ラスベガス（アメリカ）
2015年９月 IBC2015 アムステルダム（オランダ）
2015年10月 オーディオホームシアター展 タイム24ビル（青海）
2016年４月 NAB2016 ラスベガス（アメリカ）
2016年７- ８月 リオ五輪（地上波8Kライブ伝送） リオ（ブラジル）、東京
2017年４月 NAB2017 ラスベガス（アメリカ）
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BBC担当者の技術訓練、同年11月に再び会場調査を行
い、準備を進めた。アメリカでは、現地放送事業者と協
力し、2011年８月の下見、同年９月と2012年４月の国際
伝送実験などを通して準備を進めた。

国内でのPVは、配信拠点である技研を連絡網の拠点
とし、2012年７月28日から８月12日まで、渋谷（２か所）、
秋葉原、福島の４会場で上映を行った。イギリスの３会
場（ロンドン、ブラッドフォード、グラスゴー）のPV

はBBC、国際放送センター（IBC）の会場はOBSがそれ
ぞれ主となって運営し、NHKはそれらをサポートした。
アメリカでのPVは、NBCUniversalが主となって運営し、
NHKがサポートした。番組連動イベントを多数展開し、
国内会場で約20万人、国外会場で約２万人の来場者が
あった。

この活動は、藤澤秀一、伊藤崇之、岩城正和、土田健
一、浜口斉周、加藤 隆、中島奈緒、西本友成、鴨田浩
和、中戸川 剛、鹿喰善明、菅原正幸、西田幸博、大久
保洋幸、境田慎一、小野一穂、山下誉行、井口和久、日
下部裕一、久富健介、大石 諭、三ッ峰秀樹、古宮弘智、
宮本泰敬、石井啓二が主に担当した。

〔西田　幸博〕
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図1.2　ロンドン五輪パブリックビューイング
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