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2010年6月、NHK放送技術研究所（技研）は開所80周年を迎え
ました。技研では、この80年間に、白黒テレビ、カラーテレ
ビ、ハイビジョン、衛星放送、デジタル放送といったメディ
アを次々と世に送り出してきました。2010年5月には、開所80
周年を記念する技研公開を開催し、最新の研究成果を展示す
るとともに80年のあゆみもご紹介しました。また、10月には、
開所80周年記念イベントも開催しました。

技研は、わが国の放送技術を先導して豊かな放送文化を築
くために、放送技術分野を専門とするわが国唯一の研究機関
として、また、公共放送NHKの一員として、研究開発の立場
から貢献するという役割を担っています。

この役割を果たすために、技研では、直近の経営課題を解
決するための短期的研究と、次の時代の新しいサービスを創
造するための長期的研究の両面を進めています。放送と通信
の融合時代にも視聴者の方々に役に立つ、豊かな放送をお届
けするために、人間の生理、デバイスからシステムまで幅広
い研究開発を進め、新時代にふさわしい技術基盤を構築して
いきます。

2010年度は、NHKの3か年経営計画の2年目として、経営計
画の方針で述べられた「放送・通信融合時代を先導する技術の
研究・開発を推進します」のもと、多様な研究を推進しました。
直近の課題を解決する研究としては、地上テレビジョン放送
の完全デジタル化に向けた課題を解決するための研究や、本
格的な放送・通信融合の新しいサービスや端末を開発するた
めの研究、そして長期的には、将来の新しいメディアを目指
すスーパーハイビジョンや立体テレビの研究、そしてそれら
を支える基盤研究を進めています。また、諸外国の放送機関
や研究機関との連携を深め、多様な共同実験や研究成果の国
際展開を図りました。

本年報が、NHK放送技術研究所の研究開発活動を理解して
いただく一助として、またあらたな研究開発の連携関係の構
築や、私どもの研究開発成果を活用していただくうえで、お
役に立てれば幸いです。

今後も変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

ごあいさつ

NHK放送技術研究所 所長 久保田 啓一
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スーパーハイビジョン
3300万画素フル解像度カメラ、高性能な小型符号化装置、実用的な小型プロジェクターを開
発した。また、IP網を利用した東京－ロンドン間の国際伝送実験をBBC、NTTなどとの協力に
より実施して成功を収めた。
フレーム周波数120Hzのスーパーハイビジョン（SHV）撮像デバイスの開発を進め、動作検証
用デバイスの設計、試作を完了した。さらに、将来、SHVなどの大容量コンテンツサービスを
地上デジタル放送で実現するための伝送容量拡大に向けた研究も進め、偏波MIMO（Multiple-
Input Multiple-Output）超多値OFDM（Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing）を開発し、
野外実験を実施した。
SHVの家庭導入に向けて、視聴環境に合わせて少ないスピーカーでもSHVの22.2マルチチャ
ンネル音響の臨場感を再現できる家庭再生方式を開発した。また、SHVの家庭導入に必要とな
る直視型SHVディスプレイに向けて、150インチ級SHV-PDP（PlasmaDisplay Panel）と同程
度の画素ピッチ0.33mmの高精細58インチPDPをメーカーと共同で試作した。
2020年の21GHz帯衛星による試験放送を目標とした研究開発スケジュールをSHV研究開発
ロードマップにまとめ、5月の技研公開2010において公表した。また、9月のIBC2010（オラ
ンダ・アムステルダム）において、フル解像度プロジェクターと22.2マルチチャンネル音響に
よるシアター上映、アムステルダム市内から光ファイバーを介した非圧縮伝送による中継、フ
ル解像度カメラ、符号化装置、22.2マルチチャンネル音響制作装置などの展示を行った。

→詳しくは、p. 4

立体テレビ
技研では、現在主流となっている2眼式ではなく、特殊な眼鏡を必要とせず、疲労が少なく
自然に見られる空間像再現型のインテグラル（IP）立体テレビの研究を進めている。2010年度は、
フル解像度SHVの画素ずらし方式を適用し、限界解像度の改善、奥行きのある立体像の画質改
善などの性能向上を図った。さらに、複数カメラで撮影した多視点の映像を処理してIP立体映
像に変換する研究も進めた。 →詳しくは、p. 12

デジタル放送の高度化
通信の特長を活用して放送を進化させる技術について、これまでの研究成果を取り込み、新
たな放送通信連携システムHybridcastTMを提案した。5月の技研公開2010では、PCベースの
受信機による基本システムを展示した。あわせて、早期のHybridcast仕様確立と実用化を目
指して研究を進めた。この中で、放送通信連携に必要となる、通信から得られるコンテンツと
放送コンテンツの高精度同期再生技術、ID連携技術、暗号技術、CAS技術、電子透かし技術など
のセキュリティ技術、大量の端末に向けたライブ映像配信を実現するP2P技術の研究を進めた。
また、NHKの番組を媒介としたソーシャルテレビサービスteledaの中規模実証実験を実施した。
携帯端末向けの新たなサービスとして、VHF-Low帯マルチメディア放送の実用化に向け、
実験試験局を開設し、野外実験を行った。また、地上デジタル放送の受信環境を改善する同一
チャンネル干渉除去装置の小型化を進め、セットトップボックスへの内蔵を実現した。

→詳しくは、p. 14

ユニバーサル放送サービス
すべての人が放送サービスを享受できるようにする技術とし
て、手話放送番組の拡充を目指した日本語から手話CGへの翻
訳技術、聴覚障害者向けの字幕放送の充実に向けた小型化・省
力化した音声認識字幕制作システム、手で触れることで物体形
状を知覚できる触力覚提示システム、日英翻訳およびやさしい
日本語への書き換え支援などの研究を進めた。9月のIBC2010
では、上記のような人にやさしい放送技術の展示を行い、技研
の技術を世界の放送関係者に紹介した。
また、映像コンテンツの画像・言語解析技術の研究を進め、

SHVフル解像度カメラ

SHV小型プロジェクター

IP立体の表示装置

手話CG
EN-Vision

技研この1年

この成果を取り込んだ番組検索、推薦システムを開発し、NHKクリエイティブ・ライブラリーに適用した（EN-Vision）。さらに、
番組視聴中の視聴者の脳活動や行動データから視聴者の心理状態を分析・推定する技術の開発も進めた。 →詳しくは、p. 22

HybridcastTM
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高度番組制作技術
低遅延・高画質を実現したハイビジョン用ミリ波モバイルカメラに、新たに開発したミリ波
帯の送り返し系システムを付加し、ケーブル付きカメラと比較して遜色のない運用性を実現し
た。本カメラは、12月のNHK紅白歌合戦で使用された。また、ギガヘルツ帯のFPUで従来よ
りも途切れにくい映像伝送を実現した移動中継用MIMO受信システムを新たに開発し、3月の
びわ湖毎日マラソン中継放送で初めて使用した。
IP（Internet Protocol）により映像素材を途切れずに伝送・分配する技術を開発するととも
に、クラウド技術による分散サーバー型放送システムの開発を進めた。一部の成果（プログラ
ムソースコード）は、技研ホームページ上で公開予定である。
高品質音声合成では、音声データベースを効率的に拡張する方式の研究を進めるとともに、話速変換機能を導入した気象通報
読み上げ装置を開発した。電場駆動型エラストマーを用いた軽量スピーカーの発音効率の向上と音質の改善、および低電圧動作
シリコンマイクの開発を進めた。 →詳しくは、p.28

放送用デバイス・材料
有機撮像デバイスの開発を進め、有機膜積層構造によるフル
カラー化ならびに多画素化を実現した。小型超高感度カメラを
目指した冷陰極HARP撮像板では、撮像板の小型化や高感度化
に見通しを得た。
可動部のない高速高密度磁気記録デバイスの実現に向け、磁
性細線中の微小磁区が磁気記録媒体として使用できることを確
認した。薄型光ディスクの大容量化のために、近接場光記録技
術の開発を進めた。また、ホログラム記録技術では、光波面を
安定化させる波面補償制御の高速化や角度多重記録技術による
高密度化を進めた。
フレキシブルディスプレイにおける表示パネルの作製技術、表示素子、薄膜トランジスター（TFT）の開発を進め、対角5インチ
のカラーパネルを試作した。従来に比べて駆動電圧を大幅に低減できるSHV用PDP電極の性能を確認した。光スピンデバイスに
よる広視域空間像再現型表示システムの実現に向け、超高精細で高速な空間光変調器の開発を進めた。 →詳しくは、p.34

国際連携と標準化活動
地上デジタル放送の日本方式ISDB-Tの国際展開に対応した。南部アフリカなどの7～8
MHz帯域の地域においてもISDB-T方式を採用できるように、7～8MHz帯域の送受信機を開
発しデモを行った。また、ISDB-T方式で地上デジタル放送を既に開始しているブラジルか
ら研究員を受け入れた。
ITU-R1やSMPTE2をはじめとする国際標準化機関においてスーパーハイビジョンなどの
標準化活動を行った。MPEG3において開始されたHEVC（High Efficiency Video
Coding）に対して寄書を行った。
10月のABU4東京会合参加者の技研見学ツアーでは、技研の最新技術に関する14件の展示
と2件の特別講演（立体テレビ、Hybridcast）を行った。 →詳しくは、p. 41

広報活動

ミリ波モバイルカメラ

有機撮像素子による
フルカラー画像

フレキシブルディスプレイ

ABUの技研見学ツアー

開所80周年記念イベント IBC展示

技研は、2010年度に開所80周年を迎えた。毎年5月に実施
している技研公開では、「技研80年さらなる未来へ」のテーマ
のもと、技研の80年の歴史を紹介するとともに最新の研究成
果44項目の展示を行い、22,087人の来場者を迎えた。
10月には、開所80周年記念イベントを世田谷区と共同で開
催した。「世田谷の皆様と80年。これからもご一緒に」をテー
マとして、技術展示や体験型展示に加えて、エントランスの
ふれあいステージ、講堂のショーやコンサートなどを行った。
来場者は、2日間で4,021名であった。
さらに、海外のNAB2010、IBC2010、国内のCEATEC2010、全国のNHK放送局でのイベントで研究成果の展示を行った。

→詳しくは、p. 45

1 International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector
2Society of Motion Picture and Television Engineers
3 ISO/IECMoving Picture Experts Group

4Asia-Pacific Broadcasting Union

HybridcastTMは、（財）NHKエンジニアリングサービスの商標です。
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1.1.1

1.1 スーパーハイビジョン

スーパーハイビジョンの方式

スーパーハイビジョン（SHV）の映像パラメーターについて検
討を進めている。

■実物感の評価
SHVは、非常に高精細な映像を広視角で表示することにより、
高い臨場感を提供する映像システムである。さらに、あたかも
そこに実際の被写体があるかのような「実物感」も提供することが
できる。2010年度は、実物と見分けがつかない程度を実物感の
指標とし、実際の被写体と映像を提示して映像の解像度と実物
感の関係を評価した（1）。
図1に画像を観視する際の角解像度（cpd：cycles per degree）
と実物感の関係を示す。角解像度が高くなるにつれて実物感も
高くなる。60cpd辺りから実物感の増加が緩やかになり、155

cpd以上では実物と画像の見分けがつかない。この結果を水平画
素数7680のSHVの視角に換算した結果を図2に示す。

図1 角画像解像度と実物感の関係

次世代の放送メディアを目指して、スーパーハイビ
ジョン（SHV）と立体テレビの研究を進めた。
SHVの映像方式については、これまでの画素数、ア
スペクト比、ビット深度の検討に加え、フレーム周波
数、表色系の検討を進めた。また、家庭での視聴を想
定した70インチ程度の中画面においても、SHVが主に
実物感という魅力を提供できることを評価実験で明ら
かにした。
SHVのカメラについては、3300万画素撮像素子を用
いた3板式SHVフル解像度カメラシステムの開発を進
めた。
SHVのディスプレイについては、実用的な小型プロ
ジェクターを開発するとともに、広ダイナミックレン
ジプロジェクターのリアルタイム信号処理装置を開発
した。また、直視型のディスプレイを実現するため、
メーカーの協力を得てフル解像度85インチLCDの開発
を進めるとともに、100インチ級PDP実現に向けた58
インチ高精細PDPを試作した。
符号化については、AVC/H.264方式のSHV圧縮装
置の改良を図り、同装置を用いてロンドン～東京間の
伝送実験に成功した。また、新たな映像符号化方式
HEVCの標準化への提案を行うとともに、新たな符号
化技術「画像復元型符号化システム」の研究を進めた。
音響システムについては、22.2マルチチャンネル音
響方式のスピーカー配置の有効性の確認、音響制作の
簡易化と高度化を実現する制作システムの開発、より

少ないスピーカーでの家庭再生方式と符号化伝送方式
の検討を進めた。
SHVの伝送については、大容量の伝送を行うため、
広帯域化した次世代の衛星放送と、周波数利用効率を
高めた次世代の地上デジタル放送の方式検討を進めた。
また、既存の6MHzの複数チャンネルを使ったケーブ
ル伝送装置の試作を行った。一方、素材伝送技術とし
ては、非圧縮のSHV信号をそのまま光ファイバーで伝
送する手法について検討を進め、IBC2010において伝
送実験を実施した。
SHVの標準化については、ITU-RやSMPTEを中心
として技術的な寄与を行った。
また、今後の研究開発の指針となるSHV研究開発
ロードマップを作成した。
立体テレビの研究としては、メガネが不要で自然な
立体画像が得られる立体テレビの実現を目指して、イ
ンテグラル立体テレビ（IP立体）の研究を継続した。
フル解像度SHVの画素ずらし方式の技術を適用して
IP立体のさらなる高解像度化を進めた。また、IP立体
方式における通常の撮影手法では撮影が難しい被写体
に対して、複数カメラで撮影した多視点映像からIP
立体像へ変換する技術を検討した。
立体映像の標準化については、ITU-R会合において、
立体映像に関する技研の研究成果（撮影・表示の条件
による自然さ・見やすさの検討）を寄与した。

1 次世代放送メディア
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既に明らかにしている臨場感と視角の関係とあわせてみた場
合、SHVは、おおむね視角30度から100度（視距離が画面高の
0.75倍から3倍）の範囲で臨場感と実物感の両方を提供するシス
テムである。SHVの視聴は、シアターでの大画面、家庭での中
画面、手持ち端末での小画面といった様々な環境が想定されて
いるが、このことが心理物理学的に裏づけられた。

■フレーム周波数
フレーム周波数を決定する要因として、これまで動きぼやけ、ス
トロボ効果、フリッカーといった動画質劣化と時間パラメーター
の関係を調査してきた。その検討結果を踏まえ、画面サイズ100
インチでのフレーム周波数と動画質の関係を評価した。高フレー
ム周波数化による画質改善は、60Hzから120Hzで約0.5ランク
（5段階間隔尺度）、120Hzから240Hzで約0.2ランクであった。

■表色系
スペクトル軌跡上の単波長光源に相当する色度点をRGB3原色
とする、広色域表色系に基づく広色域撮像・表示実験を行っ
た（2）。図3に被写体の色度分布の例を示す。これらの被写体の色
にはHDTVの色域では表現できない色が含まれるが、提案の広色
域表色系によりほぼ包含できることを確認した。さらに、レー
ザーディスプレイの色域で表現した画像とHDTVの色域に制
限した画像を比較し、広色域化によって彩度のより高い色
まで再現され、実物に近い正確な色再現が可能であること
を確認した。この研究は、三菱電機（株）と共同で実施した。

■標準化
ARIBやITU-Rで 引 き 続 きSHV（ITU-Rの 用 語 で は
UHDTV）の映像方式の標準化を進めた。上述の表色系の研究
成果を寄与するとともに、これまでの研究に基づいて表1
に示すUHDTV映像パラメーターセットをITU-Rに提案した。

〔参考文献〕
（1）正岡，西田，菅原，中須：“実物との比較による高解像度画像の実物感，”

映情学技報，Vol.35, No.16, HI2011-62, 3DIT2011-50, pp.133-
135（2011）

（2）正岡，大村，西田，菅原，野尻，中須，香川，長瀬，久野，杉浦：
“スーパーハイビジョン広色域表色系による撮影・表示実験，”映情
学年次大，6-2（2010）

図2 視角と臨場感、実物感の関係

図3 広色域被写体の色度分布とSHV（外側）およびHDTV（内側）のRGB3原色

x = 0.3127，y = 0.3290基準白色：D65

表色系
（CIE 1931） x = 0.131，y = 0.046青

x = 0.170，y = 0.797緑
x = 0.708，y = 0.292赤
12bitビット数

60Hz
（60Hz超については検討中）フレーム周波数

7680 × 4320画素空間解像度（水平×垂直）

表1 SHVの基本映像パラメーター
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1.1.2

1.1.3

カメラ

赤、緑、青の各色とも7680画素×4320ラインの解像度を有
するスーパーハイビジョン（SHV）フル解像度カメラの開発（1）を継
続した（図1）。2009年度に試作したカメラヘッドとカメラコン
トロールユニット間の映像信号伝送装置を、2010年度は小型化
し、カメラヘッドに内蔵して可搬性を向上した。その結果、レ
ンズを含んだカメラヘッドの総重量は65kgとなった。
また、レンズのズームパラメーターに対応した信号処理によ
るリアルタイム倍率色収差補正について、アイリスおよびフォー
カスパラメーターへの対応機能を追加し、補正精度を高めた。
低解像度ビューファインダーによるカメラマンのピント調整
を補助する手段として、フォーカス補助信号の生成および提示
方法を考案し、カメラに実装した。低域フィルタリングによっ
て生成されるビューファインダー映像に対して、あらかじめ抽
出しておいた高域信号成分に最大値フィルターを用いて生成し
た補助信号を重畳する。実際に超高精細モニターを用いた場合
と同等のフォーカス調整の精度が得られ、計算コストも少なく
実用性の高い有効な手法であることを確認した。
このプロトタイプカメラを使って屋外撮影を行い、技研公開
2010では撮影・表示ともにフル解像度となるSHV映像を初めて
展示した。
また小型SHVカメラの開発を目指して、フル解像度SHV用の
3300万画素の撮像素子を用いた単板式カラー撮像装置の試作を
進めた。あわせて超高精細単板カラー映像に適した色補間処理

の検討（2）を進めた。

〔参考文献〕
（1）T.Yamashita, R. Funatsu, T.Yanagi, K.Mitani, Y.Nojiri and T.

Yoshida：“A Camera System Using Three 33-M-pixel CMOS
Image Sensors for UHDTV 2 ，” SMPTE Annual Technical
Conference＆Expo（2010）

（2）船津，添野，大村，山下，菅原：“偶数タップ対称型フィルタを用い
たデモザイキング手法，”映情学冬季大，4-9（2010）

ディスプレイ

■プロジェクター
2006年度から2重変調方式の広ダイナミックレンジ表示の研
究を進めている。本方式は第1次変調部と第2次変調部の出力か
ら最終の光出力を求める処理が必要であり、当初は計算機処理
で映像信号を作成していた。2010年度は、リアルタイム映像信
号処理装置を実現し、スーパーハイビジョン（SHV）映像信号の
直接表示を可能にした。
また、RGBともに4K表示素子の各画素をフレームおきに半画

素斜め方向にシフトすることにより、SHV表示に対応する小型
プロジェクターを開発した（1）（図1）。このプロジェクターは、
（財）NHKエンジニアリングサービス、JVC・ケンウッド・ホー
ルディングス（株）と共同で開発した。

■直視型ディスプレイ
一般家庭への導入を目指して、SHV用の自発光・直視型ディ

図1 SHVフル解像度プロトタイプカメラ

図1 開発した小型プロジェクター
図2 技研公開2010や欧州の放送機器展などに展示した対角

58インチ画素ピッチ0.33mm超高精細PDP

1 次世代放送メディア ｜ 1.1 スーパーハイビジョン
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1.1.4

スプレイの開発を進めている。パナソニック（株）と共同で、画素
ピッチ0.33mmで画面サイズ58インチの超高精細PDP（Plasma
Display Panel）を試作し動画像表示に成功した（図2）。これは既
に開発している103インチと同じハイビジョンの4倍の画素数で
あり、100インチ級でフル解像度のSHVを実現できる画素ピッ
チである。
また、画面サイズ85インチ、画素ピッチ0.25mmのSHVフル
解像度LCD（Liquid Crystal Display）をシャープ（株）の協力を得
て開発した。

■超臨場感コミュニケーションシステム
2009年度に開始した（独）情報通信研究機構の委託研究「超臨

場感コミュニケーションシステム」の最終年度として、ドームシ
アターにおけるバイノーラル音響システムの効果検証と、大画
面表示と輝度、コントラストの関係についての主観評価実験を
行い（2）、ドームシアターでの映像・音響の仕様をまとめた。

〔参考文献〕
（1）岡野，金澤，日下部，配野，古屋，佐藤：“相補型フィールドオフ

セットサンプリング走査の提案とスーパーハイビジョンプロジェク
ターへの適用，”映情学技報，Vol.35, No.4, IDY2011-9, pp.115-
118（2011）

（2）金澤，西垣，竹内，原田，今村：“ドーム型シアターに向けた映像表
示の検討，”映情学技報，Vol.35, No.16, HI2011-61, 3DIT2011-
49, pp.129-132（2011）

符号化

スーパーハイビジョン（SHV）の放送実現に向け、映像の圧縮
符号化の研究を進めている。

■ SHV圧縮符号化装置
2009年度に開発したAVC/H.264方式のSHV圧縮符号化装置
の性能改善を進めた。2010年度は、SHV映像の分割処理を行う
フォーマット変換部を改良した。従来、分割境界のオーバーラッ
プ処理のため画面周辺部が伝送されなかったが、周囲画素を補
間する機能追加により画面端まで伝送可能とした。この研究は、
（株）富士通研究所と共同で実施した。
また、2010年9月29日～30日に、NTT、BBCなどと協力し
てSHVの国際生伝送実験を実施した。この実験では、ロンドン
のBBCスタジオで撮影した映像を、開発した符号化装置で圧縮
し、研究用IP回線を用いて東京にある技研まで伝送した（図1、
図2）。異なる事業者が管理する帯域保証のない複数回線を経由
してもSHVの高画質伝送が可能であることが確認できた。
これと併行して、番組制作用符号化の研究を進めている。
2009年度までに開発したJPEG2000規格準拠の符号化装置の機
能拡張として、可逆RGB-YUV変換方式とダイナミックレンジ拡
大方式を開発した。

■次世代映像符号化方式
現在ISO/IECとITU-Tでは、超高精細映像を対象にした符号化
方式HEVC（High Efficiency Video Coding）の規格化を進めてい
る。この規格への採用を目標に、次世代の映像符号化方式の研
究を進めている（1）。
直交変換に離散コサイン変換（DCT）と離散サイン変換（DST）
を併用する技術を開発した。HEVCでは高度な画面内予測や動き
補償予測が用いられるため予測誤差信号が無相関化され、必ず
しもDCTが適しているとは限らない。DSTを併用することで、
複雑なテクスチャを含む映像に対する性能改善を実現した。ま
た、復号済みの周辺領域と予測領域の境界の連続性を保って符
号化効率を改善する画面内予測技術を開発した。この研究は、
三菱電機（株）と共同で実施した。

■画像復元型符号化システム
SHVのように膨大な情報量の映像を伝送する際に、伝送帯域
や映像内容に応じて映像を縮小変換した後に符号化し、復号後
に超解像技術により復元する新しい考え方の画像復元型符号化
の研究を進めている。
本方式はAVC/H.264のような従来の映像符号化方式をコアと
しているが、前処理部において絵柄に応じた適応処理や局部復
元による超解像パラメーター最適化を行い、パラメーターをサ
イド情報として後処理部に通知することで高品質な画像復元を
可能としている（図3）。
2010年度は、前処理部に空間・時空間における標本化位相の

ひずみ
制御方式、画素削減時の折返し歪制御方式、超解像を模擬する
ことによる画素削減のパラメーター最適化を導入した。
後処理部における超解像技術として、逐次モンテカルロ法に
よる画素の再構成（2）と、ウェーブレット分解をベースとした再構
成（3）の2手法を開発した。さらに、自己相似性に基づく反復型高
域生成技術を開発した。
逐次モンテカルロ再構成方式は、超解像画像を複数の仮説画
像の重みづけと取捨によって生成する。縮小した仮説画像と入
力画像との類似度に基づき、仮説画像を更新する処理を繰り返
すことで高精細化する。復号画像に本手法を適用し効果を確認
した（図4）。
ウェーブレット再構成方式では、符号化側で原画像と超解像

図1 符号化装置（ロンドン） 図2 復号装置（東京）
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1.1.5

画像の差分が最小となる超解像パラメーターを求め超解像を行
うことで、高精度に超解像画像を得ることができた。

自己相似性に基づく高域生成技術では、ブロック単位の画像
の相似性に着目し、拡大する際の高周波成分を他のブロックか
ら推定して超解像画像を生成した。

〔参考文献〕
（1）杉本，峯澤，関口，市ヶ谷，井口，鹿喰：“高解像度映像に対する超

高圧縮符号化方式の開発，”FIT2010, No.3, I-029, pp.309-310
（2010）

（2）三須，境田，鹿喰：“逐次モンテカルロ法による画像復元とその超解
像への適用，”FIT2010, No.3, I-027, pp.301-306（2010）

（3）松尾，三須，境田，鹿喰：“ウェーブレット超解像処理を用いた超高
精細映像符号化の検討，”映情学年次大，14-10（2010）

衛星伝送技術

衛星放送によるスーパーハイビジョン放送の実現を目指し、
12GHz帯および21GHz帯衛星放送システムの検討を継続した。

■次世代衛星伝送方式
衛星伝送路での多値変調伝送時の所要C/Nを改善し、送信電
力を低減することを目的に、2009年度に試作した前置補償型の
ひずみ
歪補償装置を内蔵した送信装置の性能を評価した。本補償装置

ひずみ
は、送信装置側で衛星伝送路の歪ベクトルを推定し、その逆ベ
クトルをあらかじめ送信信号に加えて送信するものである。12
GHz帯衛星中継器シミュレーターによる伝送実験を行い、所要
C/N+OBO（OBO：衛星中継器の無変調時の最大送信電力と実際
の変調波信号送信時の電力の比）が16APSK（符号化率3/4）で0.4
dB、32APSK（符号化率4/5）で1.3dB改善することを確認し
た（1）。
一方、受信装置側での所要C/N改善を目的として、図1に示す
伝送信号点配置信号を利用した適応等化器を搭載した、ARIB
STD-B44（高度広帯域衛星デジタル放送の伝送方式）に準拠する
受信装置の試作に着手した。今後、この試作装置を使用して、
衛星中継器シミュレーターと接続した受信性能評価実験を行う
予定である。
衛星伝送路特性の影響評価のために、入出力フィルターおよ
び増幅器などで構成する21GHz帯衛星中継器シミュレーターを
試作した。今後、本シミュレーターを用いて広帯域変復調器の

評価を行い、伝送方式の検討を進める予定である。

■ 21GHz帯放送衛星システム
21GHz帯（21.4-22.0GHz）衛星放送の降雨減衰補償技術とし
て、衛星搭載アンテナの放射パターンを制御する衛星搭載用
フェーズドアレーアンテナの研究を継続した。アンテナは、開
口径2.2mの主反射鏡および0.22m副複反射鏡と61個の給電素子
で構成するアレー給電イメージングリフレクターアンテナとし、
給電位相のみを制御する方式とした。また、放射パターンの形
成においては、利得を日本全国の降雨量に応じて配分し、サー
ビスエリア全体としての放送遮断の発生がなるべく少なくなる
ような放射パターンの設計法を検討した。気象庁が提供してい
る解析雨量値を用いて評価した結果、従来の鏡面修整反射鏡ア
ンテナを用いた場合の全国均一電力の放射パターンと比較して、
サービスエリア全体で評価した場合の放送遮断時間が2/5程度に
改善できることを確認した（2）。
21GHz帯衛星放送の受信アンテナとして、開口径が45、60、
120cmのオフセットパラボラアンテナを試作し、放射パターン
を測定した。主偏波については、ITU-Rで規定された12GHz
帯衛星放送用受信アンテナの放射パターンを21GHz帯用に換算
したマスクを満たすことを確認した（3）。また、21GHz帯放送衛
星の静止軌道位置として東経110度を想定し、12GHz帯と21
GHz帯の共用受信アンテナ用給電部を検討した。今後、検討に
基づいた設計・試作を行い、性能を評価する予定である。

図3 画像復元型符号化

図4 実験結果（左：従来符号化、右：復元型符号化）

1 次世代放送メディア ｜ 1.1 スーパーハイビジョン

8 ｜ NHK技研研究年報2010



I

Q

トレーニング等化による
フィルター係数更新部

伝送信号点配置
信号検出

伝送信号点配置
信号レプリカ

対数尤度比
計算

伝送信号点配置
信号平均化

前置
等化器

LDPC※

復号器

等化信号

C/N判定
フィルター係数更新

※　LDPC：Low Density Parity Check（低密度パリティ検査）

対数尤度比

鏡面修整
反射鏡
アンテナ

分波器 合波器コマンド

入力フィルター 出力フィルター

テレメトリ

受信機

TWT

1.1.6

■ 21GHz帯放送衛星中継器エンジニアリングモデル
21GHz帯衛星搭載機器の宇宙環境における性能を確認するた
め、エンジニアリングモデルと呼ばれる技術実証用衛星中継器
の試作を開始した。12GHz帯放送衛星と同様に、送受信共用の
反射鏡アンテナ、分波器、受信機、入力フィルター、増幅器、
出力フィルターおよび合波器などで構成される（図2）。反射鏡ア
ンテナは、鏡面修整アンテナとし、軽量化のため炭素繊維3軸織
物を用いたメンブレン型とした。入力フィルターおよび出力フィ
ルターは、広帯域の信号伝送に用いることを想定し、21.4-22.0
GHzを2等分した約300MHzの帯域幅とした。また、信号の伝送
劣化の要因となる群遅延偏差を低減する設計とした。さらに出
力フィルターは、近接する周波数を使用する電波天文を保護す
るため、22.21-22.5GHzの帯域で80dB以上減衰する設計とし
た。増幅器は出力電力が130Wの進行波管増幅器（TWT）とした。
今後、各機器単位での電気的性能を確認するとともに、宇宙
環境を模擬した熱真空試験による機械および電気的性能確認試
験などを行う予定である。

〔参考文献〕
（1）小島，橋本，鈴木，木村，田中：“信号点誤差推定に基づく衛星伝送

路歪補償送信装置の性能評価，”信学ソ大，B-3-9（2010）
（2）中澤，長坂，田中，正源：“Onboard Antennas and Simulation of

Service Availability for 21-GHz Band Broadcasting Satellite，”信
学技報，AP2010-29, Vol.110, No.23, pp.87-92（2010）

（3）長坂，中澤，田中，正源：“21GHz帯衛星放送における受信アンテナ
放射パターンの検討，”信学ソ大，B-1-164（2010）

地上伝送技術

スーパーハイビジョンなどの大容量コンテンツのサービスが
可能な次世代の地上デジタル放送方式の研究を進めている。

■次世代地上大容量伝送
2010年度は、ISDB-Tの信号形式を基本に、キャリア変調の
多値数を最大で4096まで拡張した超多値OFDM（Orthogonal
Frequency DivisionMultiplexing）信号2系統を、直交偏波多重す
る偏波MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）－超多値OFDM
伝送の実験装置を試作し、室内および野外実験を実施して、そ
の伝送特性を測定した。変調多値数を4096、内符号の符号化率

図1 伝送信号点配置信号を利用した適応等化器

図2 21GHz帯放送衛星エンジニアリングモデル
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を3/4とし、両偏波を使用する場合の伝送容量は、約73Mbps
（PESレート）である。技研敷地内に送受2つの仮設小屋を約100
mの間隔で設置し、送受ともに仮設小屋の上に取り付けた偏波共
用八木アンテナを使用して、基本的な伝送特性を測定した（図1）。
実験では、変調多値数や内符号の符号化率をパラメーターとし
て、アッテネーターで受信機入力レベルを変化させた場合のビッ
ト誤り率を測定した（1）（図2）。
また、偏波間のレベル差による特性劣化を改善する目的で、
直交する2つの偏波に、±45度の斜め偏波や右旋、左旋の円偏波
を使用した場合についても実験を行った。その結果、水平、垂
直の偏波間に8dBのレベル差がある場合に、斜め偏波や円偏波を
使用することで、単純に水平、垂直偏波を使用する場合に比べ
て、所要C/Nを約2dB改善できることを確認した。
さらに、技研屋上の異なる位置に設置した水平偏波用と垂直
偏波用の送信アンテナから、それぞれ変調内容が異なる超多値
OFDM信号を1Wで送信し、技研周辺の27地点（直線距離で約5
km以下の範囲で選定）で受信した場合の伝送特性を測定した。そ
の結果、内符号の符号化率を3/4として、変調多値数が1024
の場合は約53dBf以上、4096の場合は約59dBf以上の電界強度
があれば、エラーフリーが得られることが確認できた。
一方、所要C/Nの低減を目的に、誤り訂正方式をISDB-Tで使
用している畳み込み符号とリードソロモン符号の組み合わせか
ら、低密度パリティ検査符号とBCH符号の組み合わせに変更す
る改修も進めた。

■UHF帯次世代地上放送用周波数検討
UHF帯における次世代地上放送用の周波数確保の可能性を探
るため、地上デジタル放送の完全デジタル化後の周波数利用状
況を基に計算機シミュレーションを行い、次世代地上放送の親
局の使用可能周波数に関する基礎的検討を実施した。また、今
後のUHF帯でのホワイトスペース利活用の議論に備え、ホワイ
トスペースを利用する局から放送のエリアへの干渉と放送の中
継局受信への干渉の2つの干渉モデルを想定し、ホワイトスペー
ス利用局から放送への干渉の影響について検討を開始した。さ
らに、総務省「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」の
「ホワイトスペース特区」先行モデルとして選出された被災地にお
けるエリア限定ワンセグの活用実験に向け、愛知県の鍋田ラジ
オ放送所にISDB-T伝送方式に準拠したUHF帯の実験試験局の整
備を行った。

〔参考文献〕
（1）朝倉，村山，田口，蔀，渋谷：“次世代地上放送に向けた大容量伝送

技術－4096QAM-OFDMの伝送特性－，”映情学技報，Vol.35,
No.10, BCT2011-40, pp.43-46（2011）

有線伝送技術

スーパーハイビジョン（SHV）の非圧縮素材伝送や家庭への配
信を目指して、光ファイバーやケーブルテレビを利用する有線
伝送技術の研究を進めている。

■ SHVの素材伝送
放送局間伝送や中継先から放送局への素材伝送において、映

像の圧縮による遅延や画質劣化が生じない利点を持つ非圧縮信
号の伝送システムの研究を進めている。光ファイバー専用線に
限らず、広域通信網（WAN）も活用して素材伝送を行うには、
SHV信号をWAN信号に変換することが必要である。その変換を
行う技術を開発し、フル解像度SHV信号用の光伝送装置を試作
した。
さらに、2010年9月にオランダで開催された放送機器展IBC
2010において、アムステルダム市内の光ファイバー（約16.5
km）で24Gbpsデュアルグリーン方式SHV信号を非圧縮で生中継
伝送した。

図1 技研敷地内での野外実験風景

図2 野外実験の結果
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また、将来の放送局内SHV伝送を想定した超高速光ネット
ワークの研究を進めている。72Gbpsのフル解像度SHV信号2
チャンネルを160Gbpsの光LAN信号に収容するシステムの基礎
検討として、フル解像度SHV信号1チャンネルを40Gbpsの2
信号に収容する装置を試作し、室内実験で基本動作を確認し
た（1）。
（独）産業技術総合研究所と（独）情報通信研究機構が実施した光
パケット・光パス統合ネットワーク実証実験に協力し、光パス
ネットワークによるデュアルグリーン方式SHV信号の伝送に成
功した。
この研究の一部は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
の委託事業「次世代高効率ネットワークデバイス技術開発」を受託
して実施した。

■SHVのケーブルテレビ伝送
SHVを家庭へ配信する技術として、圧縮されたSHV信号を
ケーブルテレビで伝送する技術の研究を進めている。SHV信号
を複数の搬送波に分割して伝送する方式について、大容量の
MPEG-2 TS（Transport Stream）を含む様々なビットレートの
TSを高効率に多重化し、受信機の低消費電力化が可能な分割・

多重化方式を開発した。基本的な動作を確認するための実験装
置（2）を試作し、技研公開2010で展示した（図1）。この方式は既
存施設への導入が容易であるという利点があり、SHV放送の早
期導入という観点から有効である。

〔参考文献〕
（1）中戸川，中村，小山田：“フル解像度スーパーハイビジョン信号の

OTU3形式2信号への変換基礎実験，”映情学冬季大，10-7（2010）
（2）日下部，倉掛，小山田：“ケーブルテレビへの導入を目指した大容量

TSの分割伝送方式，”映情学年次大，15-1（2010）

高臨場感音響システム

将来の高臨場感放送の実現を目指して、スーパーハイビジョ
ン（SHV）用の音響システムとして22.2マルチチャンネル音響（1）

（図1、以下22.2ch音響と略記）の研究開発と標準化を進めてい
る。

■ 22.2ch音響制作システム
22.2ch音響制作の簡易化と高度化に向けた制作システムの研
究開発を行っている。2010年度は、カナダMcGill大学への研究
委託の成果を基に、3次元的に残響付加を行うことができるシス
テムを開発し、SHVコンテンツの制作に利用した。また、3次元
音像パンニング操作を簡易化するためのマンマシンインター
フェースを開発し、22.2ch音響制作システムを初めて国外展示
（IBC2010）した。さらに、3次元音響空間における音像の距離感を
制御するために、音源の周波数特性、振幅、残響付加レベルを
音源距離に対応して同時に可変できるアルゴリズムを開発した。

■ 22.2ch音響方式の主観評価実験
22.2ch音響方式のスピーカー配置の有効性を確認するために、
垂直方向に円形配置した複数のスピーカーを用いて、空間的な
音のつながり感に関する主観評価実験を行った。その結果、ス
ピーカー間隔が45度以下であれば垂直方向に良好なつながり感
が得られ（図2）、22.2ch音響のスピーカー配置で垂直方向に良好
なつながり感が再生できることを確認した（2）。

■ 22.2ch音響の家庭導入
22.2ch音響の家庭導入を目指して、少ないスピーカー数で
22.2ch音響の高い臨場感を再生するための信号処理の研究を進
めている。2010年度は、受音点での音の大きさと方向性を保っ
たまま8チャンネルに自動的にダウンミックスする方式と、様々
な方向から両耳に至る音の伝搬特性である頭部伝達関数を利用
して前方3スピーカーだけで22.2ch音響を再生する方式を開発
し、技研公開2010で展示した。8チャンネル再生方式における
良好なリスニングエリアの広さを主観評価実験で調べた結果、
3人までが同時に本来の臨場感を楽しめることが分かった。3
スピーカー再生方式では、信号処理時に高域で生じるノイズを

図1 試作した実験装置

図1 22.2ch音響の各チャンネルの名称と配置（SMPTE
ST2036-2-2008準拠）
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抑圧する手法を検討した。
さらに、フラットパネルディスプレイの周囲に配置した複数
の小型スピーカーユニットによるスピーカーアレーを用いて
22.2ch音響の前方チャンネルを再生するシステムを試作した。
3次元音響符号化に関しては、22.2ch音響を8チャンネルのダ
ウンミックス信号とリスニングエリアを拡大するための空間拡
大信号に変換して符号化・伝送し、受信側で元の22.2ch信号に
復元する方式の研究を開始した。2010年度は、空間拡大信号の
エネルギーを10dB以上抑圧することに成功し、空間拡大信号へ
のビット割当を少なくすることで情報量を圧縮できる可能性を
示した。

■標準化
2010年度は、22.2ch音響方式の標準化を継続して推進した。
IECでは、22.2ch音響を含む汎用のチャンネル名称およびチャ
ンネル割り当てを規定するIEC62574の規格草案が承認された。
これにより、入力機器、デジタルオーディオインターフェース、
出力機器などの開発の促進が期待される。この規格は、SMPTE
ST2036-2-2008の22.2ch音響に関する規格と互換性を有して
いる。SMPTEでは、MXF（Material eXchange Format）でマル
チチャンネル音響を記述するためのメタデータの標準化を推進
した。ITU-Rでは、2009年度に提案した「3次元マルチチャンネ
ル音響方式スタジオ規格」を補強するために、3次元マルチチャ
ンネル音響方式の要求条件を提案するとともに、22.2ch音響の
最新動向をラポーター文書に追記提案した。

■音響認知科学
（独）情報通信研究機構の委託研究「革新的な三次元映像による
超臨場感コミュニケーション技術の研究開発 感性情報認知・
伝達技術」として、音による臨場感の要因と、臨場感と感動の関
係に関する研究を進めた。その結果、音源が近づくことによっ
て強調される印象と臨場感とは強い相関があることが分かった。
また、2010年度は、音の広がり感が大きく変化した時刻とほぼ
同じ時刻に感動の評価値が変化することが分かった（3）。

〔参考文献〕
（1）濱崎，火山，金澤，三谷，菅原：“走査線4000本級超高精細映像の

ための3次元音響システム，”映情学技報，Vol.27, No.64, IDY2003
-84, AIT2003-143, pp.35-38（2003）

（2）大出，澤谷，安藤，濱崎，小澤：“垂直方向に配置したスピーカーに
よる空間的な音のつながりに関する検討，”音響学会春季講演論文集，
3-P-54（2011）

（3）大出，安藤，谷口：“音楽再生における音の広がり感の時間変化と感
動評価との関係，”音響学会春季講演論文集，2-1-7（2011）

1.2 立体テレビ

インテグラル立体テレビ

臨場感が高く、目に負担を掛けない、見やすい立体テレビを
目指して空間像再生型の1つであるインテグラル立体方式の研究
を進めている。インテグラル方式は、微小レンズで構成された
レンズアレーを撮影・表示の双方に用いて立体像を再現する方
式である。インテグラル立体方式では、特別な眼鏡が不要で、
見る位置に応じた自然な立体像が表示できるが、良好な画質を
得るには大量の情報が必要となる。
2009年度には、フル解像度のスーパーハイビジョン（SHV）映
像を用いたインテグラル立体テレビ装置（1）を開発したが、2010

年度は、さらに再生立体像の高品質化を進めるために、フル解
像度SHVの緑（G）用の素子に画素ずらし方式を適用したインテグ
ラル立体テレビ装置を試作した（図1）。撮影では、2枚の撮像素
子（G1、G2）を水平、垂直の両方向に半画素間隔だけ位置をずら
して撮影した。表示では、1枚のG用の表示素子と、水平、垂直
の両方向に半画素間隔だけ光路をシフトする光学素子を組み合
わせ、時間的にシフトを制御して合成した。これにより、要素
画像（レンズアレーを介して撮影された画像）の精細度が上がり、
再生立体像の奥行き方向の解像度が向上した。今後は、本装置
の解像度特性の検証を進める。
また、レンズアレーによって生じる画像の折り返しを利用し
て画素ずらし量の検出および調整を行う方法（2）（3）を開発した。こ

図2 垂直方向に円形配置したスピーカーの間隔と音のつなが
り感

1 次世代放送メディア ｜ 1.1 スーパーハイビジョン ｜ 1.2 立体テレビ
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れにより、レンズアレーを設置した状態で、目視もしくは簡易
な測定装置で画素ずらし量を高い精度で調整できるようになっ
た。
この研究の一部は、（独）情報通信研究機構（NICT）の委託研究

「多並列・像再生型立体テレビシステムの研究開発」を受託して実
施した。
一方、文部科学省が東京大学に委託した「デジタル・ミュージ
アムの展開に向けた実証実験システムの研究開発」に参画し、博
物館所蔵品を本方式で立体表示する展示の可能性を検討した。
また、電子ホログラフィの研究においては、NICTとの共同研
究を引き続き進めた。SHVで取得したインテグラル式の映像か
らホログラムへ変換することにより、実写のフルカラーホログ

ラム像の再生を実現した。

〔参考文献〕
（1）J.Arai, F.Okano, M.Kawakita, M.Okui, Y.Haino,M.Yoshimura, M.

Furuya andM.Sato：“Integral Three-Dimensional TelevisionUsing
a 33-Megapixel Imaging System，”IEEE Journal of Display
Technology, Vol.6, No.10, pp.422-430（2010）

（2）佐々木，河北，正岡，洗井，奥井，岡野，配野，吉村，佐藤：“レン
ズアレーを利用した画素ずらし量検出方法の最適化，”映情学年次大，
12-5（2010）

（3）日浦，洗井，奥井：“レンズアレイを用いた固体撮像素子の画素ずら
し調整手法，”映情学年次大，5-2（2010）

多視点映像からの
立体コンテンツ生成
インテグラル立体方式における通常の撮影手法では撮影する
ことが難しい被写体の立体像を取得するために、複数のカメラ
で被写体を撮影し、その多視点映像からインテグラル立体像を
生成する技術の開発を進めている。2010年度は、多視点ロボッ
トカメラ、多視点映像からの形状モデル生成、形状モデルから
インテグラル立体像への変換について検討した。
複数のカメラを用いて遠方の被写体をズーム撮影するため、
多視点ロボットカメラを試作した（1）。図1は電動雲台に搭載され
たカメラ群である。本システムでは、人が操作する1台のマス
ターカメラの動きに協調して他のカメラを方向制御することが
できる。
多視点映像から形状モデルを生成する手法として、位相限定
相関法と信頼度伝播法を検討した。位相限定相関法については、
領域分割を取り入れることにより形状モデルの精度改善を図っ
た。また、信頼度伝播法については、階層化手法を導入するこ
とにより、カメラ間の映像レベル差の影響をうけにくい手法を
試作した。形状モデルからインテグラル立体像への変換につい
ては、斜投影（平行光線を投影面に傾けて投影する投影法）を用い

ひずみ
た手法を開発した（2）。斜投影を用いると、投影に伴う幾何歪が生
じることなく効率的に変換処理を行える。また、処理の大部分
をGPU（Graphics Processing Unit）で実行することで高速化を
図った。

これらの研究の一部は、（独）情報通信研究機構の委託研究「革
新的三次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の
研究開発」を受託して実施した。

〔参考文献〕
（1）池谷，久富，片山，岩舘：“多視点ロボットカメラの方向制御手法に

関する検討，”映情学冬季大，8-5（2010）
（2）岩舘，片山：“斜投影によるインテグラル立体像の生成手法，”映情

学技報，Vol.34, No.43, 3DIT2010-66, pp.17-20（2010）

図1 スーパーハイビジョン（SHV）画素ずらし方式を適用したインテグラル立体テレビ

図1 多視点ロボットカメラ

1 次世代放送メディア ｜ 1.2 立体テレビ
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2.1.1

2.1 放送と通信の連携技術

HybridcastTM

放送と通信のそれぞれの優れた特徴を生かし、放送だけでは
実現困難な新しい放送サービスを提供可能なHybridcastTMの研究
を進めている（1）。

■ Hybridcast基盤システム技術
視聴者や時代のニーズに応じた様々なサービスを展開可能で、
柔軟性、拡張性を確保したHybridcastの基盤システムの研究を開
始した（図1）。技研公開2010では、PCベースの受信機による基
本システムを構築し、Hybridcastのコンセプト提案とサービス例
の展示を行った。サービス例としては「カスタマイズサービス」、
「ソーシャルテレビサービス」、「お薦め番組サービス」、「携帯端

末連携サービス」の4つを展示した（2）。
「カスタマイズサービス」は、放送中の番組に関連する情報を通
信で提供することで、各個人のニーズに合った視聴を可能にす
るサービスである。例えば、外国人向けの多言語字幕や高齢者
向けの話速変換音声などである。このサービスに向け、放送と
通信から送られてくる様々なコンテンツを、受信機でタイミン
グを合わせて表示する同期合成技術を開発した。「ソーシャルテ
レビサービス」は、インターネットで普及しているSNS（Social
Networking Service）を放送の視聴と融合させるサービスである。
技研公開では、SNSに入力される視聴者からの意見や感想を番
組と同時にテレビ画面上に表示・入力するサービスを展示した。
「お薦め番組サービス」は、数多くのVOD番組ライブラリーの中
から、視聴中の番組に関連した番組や、視聴者の嗜好やニーズ
に合った番組を提供したり、ブックマークに登録できるサービ
スである。また、「携帯端末連携サービス」では、2次元コードを

HybridcastTMは、（財）NHKエンジニアリングサービスの商標です。

デジタル放送の開始から10年が経ち、2011年7月の
完全デジタル化（一部地域を除く）を前にして、技研で
はより便利で使いやすいデジタル放送の高度化を目指
して研究を進めた。
2008年に開始したNHKオンデマンドを一例として、
放送と同様のコンテンツを通信経由でいつでも視聴で
きるようになり、デジタル放送とブロードバンドの普
及による放送・通信の連携・融合が本格化する時代で
ある。これを反映して、2009年からのNHK3か年経営
計画の中の経営方針には「放送・通信融合時代を先導
する技術の研究・開発の推進」が含まれた。技研では
この観点からも放送通信連携技術の研究開発に取り組
んだ。
技研公開2010において、それまでに研究開発した通
信を活用した技術を取り込み、新たにHybridcastTM

という名称で放送通信連携システムを提案した。
Hybridcastは、すでに世の中に現れているインター
ネット接続機能を持つテレビで実現できる双方向番組
や通信コンテンツの視聴に留まらず、放送と通信の両
方から得られるコンテンツを同時に利用する、アプリ
ケーションにより多様な楽しみ方を提供する、ソー
シャルネットワークや携帯端末を活用するなど、より
高機能なサービスを実現するための技術を導入してい
る。技研公開2010後には、Hybridcastのシステム検討
やコンテンツ提示の高精度同期化を始め、早期の仕様
の確立と実用化を目指して研究を行った。併せてセ
キュリティ技術についても、携帯端末とテレビ受信機
の連携が容易になるようなID連携技術、効率的でかつ

容易に鍵の更新も可能な認証技術、映像コンテンツの
識別を行うための電子透かし技術などの研究に取り組
んだ。また、現在利用されているCASの高度化を目指
すダウンローダブルCASの研究も進めた。
将来の放送通信の全IP化の時代を見越して、現在の
デジタル放送で用いられている多重方式であるMPEG
-2 Systemsを拡張し、複数の伝送路のコンテンツを
組み合わせて利用できる高機能な多重方式についても
研究を進め、MPEGへの提案を行った。また、イン
ターネット経由で多数の端末にライブ映像を安定に配
信するために、ピアツーピア（P2P）による映像配信技
術を開発し、プロトタイプシステムの実運用により有
効性を確認した。
併せて、ウェブ上で得られる様々な情報と連携した
サービスを提供できるクラウド型CG映像コンテンツ
制作システムの開発を進めた。また、放送を媒介とし
たソーシャルテレビサービスteledaの中規模実証実験
を行った。
一方、アナログテレビ放送終了後のVHF帯1~3チャ
ンネルにおける携帯端末向けマルチメディア放送での
利用に向け、移動環境で新たなサービスを実現できる
伝送方式や受信アンテナの研究を進めた。また、地上
デジタル放送の同一チャンネル干渉除去技術、ガード
インターバル越えマルチパス等化技術の開発を進め、
装置の小型化を達成した。また、ISDB-Tの国際展開
に寄与するため、日本と異なる7MHzや8MHz帯域幅
への対応も行った。

2 デジタル放送の高度化
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映像 音声 時間付き
データ ファイル FEC

情報
制御

メタデータ

ATSパケット

UDP 

放送 通信

  IP

DTS/CTS
符号

符号
符号

符号

DTS/CTS
UTC

UTC
DTS/CTS DTS/CTS

clock1 UTC clock2

コンポーネント１/放送 

コンポーネント２/通信

コンポー
ネント１

コンポー
ネント２

制御メタデータ

番組A

　DTS：Decoding Timestamp
　CTS：Composition Timestamp

放送局

番組DB
各種サービス

各種機能

ユーザー
DB

放送
（同報性、高品質、高信頼）

番組

通信
（視聴者の個別の要求に応える）

CGM、SNS

コンテンツ管理・配信技術

コンテンツの権利保護技術
視聴者の個人情報保護技術

視聴者は、より豊かに
番組を試聴

デジタル受信機

番組関連付加情報

同期再生技術

携帯端末連携技術

家庭

ネットワーク・クラウド

　　CGM：Consumer Generated Media
　　SNS：Social Networking Service

利用してテレビと携帯端末をリンクし、携帯端末でお薦め番組
を楽しんだり、予約録画の操作などを可能にするサービスを展
示した。
さらに、システムの開発を通して得られた知見や課題などを
整理し、Hybridcastシステムの要求条件をとりまとめた。また、
多様なサービス展開を可能とし、既存受信機との互換性を有す
る全体システム構成や受信機API、シグナリングの設計など具体
的な検討を進めるとともに、実現性を検証するためにメーカー
と協力し、受信機ベース試作機の開発なども行った。さらに、
同期技術の高精度化を進め、映像フレーム単位での同期技術を
実現し、マルチアングルや2眼立体映像の提示などのサービスが
可能であることも示した。
これらの検討・検証をもとに、システム構成、サービスモデ
ル、技術要件などをとりまとめたHybridcastのシステム仕様
1次案の策定を行った。
また、技研公開2010、ABU東京総会、IBC2010などでの展
示、映像情報メディア学会冬季大会での講演などを通して、
Hybridcastのアピールに務めた。
今後は、セキュリティなどの研究とも連携して詳細に検討を
進め、基盤システム全体のシステム仕様策定、実用化検証シス
テム開発を進めていく。

■新多重技術
Hybridcastでの利用を見越して、放送と通信で伝送する映像・
音声・データなどの番組を構成するコンポーネントを柔軟に組
み合わせる多重技術の研究を進めた。
現在のデジタル放送はMPEG-2Systemsを多重方式として用
いて、番組は1つのTS（Transport Stream）に多重されている。同
方式は、放送と通信で別々に伝送されるTSのコンポーネントを
組み合わせて利用することは想定していない。

そこで、異なる伝送路で伝送されるコンポーネントを参照す
る制御メタデータと、それらのコンポーネントの同期再生を実
現するための方式を設計した。具体的には、TSをベースとして、
通信ではTSをIPで伝送する方法と、IPをベースとして、放送も
通信もIPで伝送する方法との2つを考え、それぞれにおける多重
方式を検討した。
TSをベースとする方式では、インターネットではクロック伝
送が困難であることから、通信で伝送するコンポーネントに放

図3 ATSのプロトコルスタック

図2 ATSのコンポーネント同期手法

図1 Hybridcastのシステム概念図
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2.1.2

送のクロックを基準とするタイムスタンプをつけることで、同
期再生を可能とした。そして、放送・通信それぞれのコンポー
ネントを参照する制御メタデータとしてAPMT（AdvancedPMT）
を設計した。放送・通信いずれでも伝送可能とするため、APMT
はTSの制御メタデータの伝送フォーマットであるセクション構
造をとる。
一方、放送・通信どちらもIPで伝送可能であればIPをベースと
した多重化が可能となり、伝送路を柔軟に組み合わせることが
可能になる。そこで、IPをベースとする多重方式としてATS
（Advanced Transport Scheme）を開発した。ATSでは、独立し
たクロックを参照するコンポーネントであっても、一部のタイ
ムスタンプに付加されたUTC（Universal Time Coordinated）を
用いて提示時刻を修正することで、同期再生を可能とした（図2）。
また、ATSでは、映像・音声コンポーネントだけでなく、ファ
イルダウンロード、FEC（Forward Error Correction）情報、制御
メタデータを共通フォーマットのATSパケットで扱うことが可
能であり、多様な伝送路を用いた配信を統合して扱うことがで
きる（図3）。これらの方式を、新たなトランスポート方式MMT
（MPEGMedia Transport）の標準化を目的とするMPEGに提案し
た。

■ IP配信技術
Hybridcastの実現に向けて、通信網を利用して大規模かつ安定
したコンテンツ配信を低コストで実現することを目指して、オー
バーレイネットワーク技術を用いたコンテンツIP配信方式の研究
を進めている。
2010年度は、インターネットで同時に多数の端末に向けてラ
イブ映像を配信する技術として、ピアツーピア（P2P）技術を用
いたライブ配信方式を開発し、プロトタイプシステムを試作し
た。
開発した方式は、耐障害性を高めるために、端末間の配信経
路を多重化したメッシュ型の配信ネットワークを構成するとと
もに、大規模かつ安定な配信を実現するために、端末のつなが
る回線環境を考慮した接続制御を行うことを特長としている。
具体的には、上り帯域速度が大きい端末ほど、下位に接続でき
る端末数を大きくするとともに、できるだけ配信ネットワーク
の上位に配置する接続機能を開発した。また、通常はインター
ネット側からの接続要求を受付けることができないNAT

（Network Address Translator）配下の端末であっても、逆に当該
端末からNAT外の端末に接続して受信要求の有無を問合わせる
ことでコンテンツの中継を可能とする接続機能を開発した。
上記の機能を実装した配信システムを試作して、技研公開
2010の講演・研究発表やNHK学校音楽コンクールのインター
ネットライブ配信に利用し、配信ネットワークの安定性とサー
バー負荷の軽減効果を確認した（図4）。
また、さらなる安定性の向上に向け、各端末の配信状態を考
慮して自律的に接続状態を変更する制御方式について検討を進
め、シミュレーションによりその効果を確認した。

■今後の進め方
今後は、関連部局との連携を強化し、Hybridcast全体システム
の仕様策定と実用化検証システム開発を加速していく。また、
技研公開での展示などを通したアピールを継続し、Hybridcast
に賛同する事業者・メーカーへの仕様案公開とオープンな議論
による仕様の策定を進め、Hybridcastの標準化、実用化を目指し
ていく。

〔参考文献〕
（1）加藤：“技研における放送通信連携技術研究の概要，”NHK技研

R&D, No.124, pp.4-9（2010）
（2）松村，金次：“HybridcastTMの概要と技術，”NHK技研R＆D,No.124,

pp.16-17（2010）

SNS、CGM

放送をきっかけにした視聴者の交流の場を提供するSNS
（Social Networking Service）、視聴者の映像コンテンツによる
情報発信を支援するCGM（Consumer GeneratedMedia）の研究
を進めている。

■ソーシャルテレビシステム
番組視聴をきっかけとして、人と人、人と社会を結ぶ「公共の
広場」の実現を目指し、ソーシャルテレビシステムの研究を進め
ている。「公共の広場」は、テレビ、PC、携帯端末など視聴者に

身近な様々なデバイスを用いて、視聴者が安心して情報発信、
意見交換、情報共有できるインターネット上のコミュニケーショ
ンの場である。本研究では、ソーシャルネットワークの活性化
につながる動画配信／処理技術、番組推薦技術、ユーザー操作
分析技術などの様々な要素技術と、これら要素技術を簡易に統
合するためのプラットフォーム技術など、システム化のための
技術検討を進めている。
2010年度は、SNSを利用した番組推薦手法を提案した。一般
のSNSの情報から、多くの番組に関して書き込んでおり、かつ人
気のあるユーザーをカリスマユーザーとして抽出する。そして、
SNS上で関係のあるユーザーやカリスマユーザーの書込みから
視聴した番組を推定し、視聴した番組に関連する放送予定番組
を推薦する手法である。また、コメントデータを表示デバイス

図4 P2Pライブ配信システム
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に合わせてリアルタイムに分析・加工する技術を提案し、グラ
フ化したり漫画風に表示したりするシステムを試作した（図1）。
システム検討では、2009年度から動画配信とSNSを基盤とし
て構築しているソーシャルテレビサービスシステムteledaのプ
ラットフォーム化を進めた（図2）。teledaの機能拡張用のAPI
やソーシャルデータを分析するためのAPIを開発することで、上
述のカリスマユーザーによる推薦技術を導入したり、番組動画
を10秒程度に自動的に短縮する「スナップショット映像」生成シ
ステムを開発したほか、ユーザーの視聴傾向分析などを行った。
さらに、NHKネットクラブの認証機能と連携することで、1000
人規模のユーザーを対象とした中規模実証実験を実現した。実
験では、番組と連動したイベントなど放送局ならではのサービ
スを盛り込むなどして、視聴行動や書き込みのデータの収集を
行い、ソーシャルテレビサービスが、多種多様な番組の視聴の
きっかけとなり、視聴者間のコミュニケーションを活性化する
場として有効であることを確認した。

■視聴者によるコンテンツ制作・配信システム
視聴者がブログ感覚で簡単に番組を制作し、公開・視聴でき
るインターネットテレビシステムとしてオムニリソース型メディ
アの研究を進めている。
2010年度は、視聴者による番組制作を容易にするため、従来
ローカルパソコン上で動作していた番組制作記述言語TVML（TV
programMaking Language）によるCG映像コンテンツ制作機能
をサーバー側で行うクラウド型CG映像コンテンツ制作システム
（図3）を開発し（1）、技研公開2010で展示した。クラウド型のシス
テムとすることで、ニュース素材を取り込んだ番組の自動制作
など、ウェブ上で得られる様々な情報と連携したサービスを提
供することも可能となる。また、番組の演出の高度化を目指し、
ユーザーが記述したルールを基にCGキャラクターがシーンの状
況に応じて自動的に動作を変化させる手法を開発した（2）。さら
に、細やかな表情を表現できるようTVMLの機能拡張を行った。
開発したTVML関連技術が、放送センターでの番組、イベント
利用に加え、地方局の会館公開や福岡局開局80周年記念特番で
も利用された。番組「デジスタ・ティーンズ」では高校生が、ま
た、NHK文化祭のイベントでは一般の参加者が、いずれもTVML
関連ツールを使って映像コンテンツを制作した。

〔参考文献〕
（1）浜口，金子，道家，井上，熊澤：“CG映像コンテンツのライブ型サー

バサイドレンダリングに関する検討，”FIT2010, No.3, K-039,
pp.707-708（2010）

（2）道家，浜口，金子，井上：“テンプレート処理と適応処理の組み合わ
せによる高機能APEの試作，”FIT2010, No.3, K-040, pp.709-710
（2010）

図1 表示デバイスに合わせたコメント分析データのリアルタ
イム提示システム

図2 teleda実験サイト

図3 クラウド型CG映像コンテンツ制作システム
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2.1.3
セキュリティ基盤

セキュリティ基盤の研究では、Hybridcastにおけるセキュリ
ティ、放送における著作権の保護、放送と通信との連携を想定
した個人情報の保護など、安全・安心な放送や通信のサービス
提供を目指して研究を行っている。

■ Hybridcast受信機におけるセキュリティ技術
放送と通信が混在するHybridcastの環境において、安全・安心
なコンテンツ提供を実現するために、Hybridcastにおけるセキュ
リティの研究を進めた。2010年度は、セキュリティに関する要
求条件の検討を進めるとともに、通信経由で提供されるアプリ
ケーションの管理モデルの基本設計を行った。また、アプリケー
ションによる通信コンテンツの混在提示に対して、緊急災害時
の放送内容に応じてアプリケーションの提示位置などを適切に
制御できる方式を開発した。さらに、アプリケーションの提示
制御にかかわるセキュリティポリシーの記述や伝送方式につい
て基本設計を行った。また、世界放送連合（WBU：World
Broadcasting Unions）やアジア・太平洋放送連合（ABU：Asia
-pacific Broadcasting Union）では、ハイブリッドテレビに関す
る混在提示の議論を進めており、ABUに設置されたタスクグルー
プに対して、混在提示の考え方について寄与を行った。
アプリケーションを配信する際に、アプリケーションの開発
者もしくは配信者の正当性を確認し、アプリケーションが改ざ
んされていないことを検証するための電子署名方式も開発した。
開発した方式は、署名を検証する受信機内の検証鍵1つで複数の
署名を検証することができ、検証鍵のデータ量を削減できる。
また、アプリケーション開発者などが保有する個々の署名鍵を
オンラインで逐次更新でき、インターネットのような通信路を
用いても安全に鍵の更新が可能になる。また、アプリケーショ
ン開発者が開発から撤退した際に鍵を無効化することも容易な
方式である（1）。

■放送サービスと個人向け通信サービスの連携およ
びデバイス連携技術
放送サービスと電子行政などの個人向け通信サービスとの連
携を目的に、データ放送と通信コンテンツを受信機上で合成・
提示する手法とID連携・サービス連携手法を組み合わせたID
連携フレームワークを開発し、システムの試作を行った（2）（図1）。
このフレームワークによって、プライバシーを守りながら通信
プロバイダーが提供するサービスの利用がデータ放送の中で可
能になる。この研究は、東京工業大学と共同で実施した。
また、1台の受信機で複数のユーザーが個人向け通信サービス
を安全かつ利便性よく利用できるようにするために、受信機内
の個人情報の管理方式およびアクセス制御方式を検討し、複数
のユーザーによる利用を想定したマルチアカウント受信機を試
作した。
さらに、携帯電話などのパーソナルデバイスを利用した新し
い視聴サービスに必要な、受信機とのデバイス連携手法を検討・
試作し、連携に必要な情報を整理するなど要求条件の検討を進
めた。

■次世代アクセス制御技術
より安全で確実なアクセス制御と著作権保護を実現するため
に、鍵関連情報の処理機能や暗号アルゴリズムなどのセキュリ
ティ機能を放送波や通信経由で追加更新が可能なダウンローダ
ブルCAS（Conditional Access System）の研究を進めている。
2010年度は、2009年度に開発したFPGA（Field Program-
mable Gate Array）を用いたCAS実験装置をベースにして、現行
のデジタル放送で運用が可能となるダウンローダブルCASシス
テムの詳細設計を進め、ダウンローダブルCAS受信機を試作し
た。また、ダウンローダブルCASのモジュールを受信機のシス
テムLSIに実装することを想定して、その課題の洗い出しと基礎
検討を進めた。
また、ARIB標準規格で規格化されているコンテンツ保護専用
方式に適用する自動表示メッセージ方式を開発し、ARIB規格化
への寄与を行った。

■暗号・認証技術
多数のコンテンツプロバイダーが参入できる、効率的でセキュ
アなコンテンツ配信システムの構築を目的に、複数のコンテン
ツプロバイダーがコンテンツをマルチキャストで配信する際に、
1つの公開鍵でコンテンツを暗号化して配信し、受信機側ではそ
れぞれ異なる秘密鍵で復号できる公開鍵暗号方式（放送型暗号方
式）を開発した。現行のデジタル放送ではCASの機能として視聴
者個別宛のメッセージを実現しているが、本方式においても効
率的に個別メッセージを配信する機能を付加した。
また、視聴者の受信機から秘密鍵が流出した際に、流出元の
受信機を特定することが可能な放送型暗号方式を開発した。こ
の方式では、既存の方式より公開鍵、秘密鍵、暗号文のデータ
サイズが小さくなり、かつ安全性が高い方式であることを証明
した。
これらの研究は、（独）産業技術総合研究所と共同で実施した。

■電子透かし技術
放送番組の違法アップロードの抑止と放送局内における番組
素材などの識別を目的として、電子透かし技術の開発を進めた。
電子透かしの埋め込みアルゴリズムの改善や並列処理の採用、
および検出アルゴリズムの最適化により、画質劣化を伴わず番
組識別に必要な80ビット以上の情報をリアルタイムでコンテン

図1 ID連携フレームワークによって放送サービスと個人向け
通信サービス（ねんきん情報）を同時に表示した例
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ツに埋め込み、これを高速に検出することを可能にした。また、
電子透かし埋め込みおよび検出ソフトウェアを汎用的なライブ
ラリー形式で実装することにより、放送局内のファイルベース
システムなどへの組み込みを容易にした。
本電子透かしは、各種映像符号化方式に対して高い圧縮耐性
を有するとともに、サイズ縮小やアナログ変換などを受けた映
像からの検出も可能である。本技術をインターネットでライブ
配信される映像に適用し、符号化した映像から電子透かしとし
て埋め込まれた情報を高速に取り出せることを実証した（3）。ま
た、技術局と共同で、天気カメラなどの素材映像に識別番号を

リアルタイムで埋め込み・検出するシステムを開発した。この
研究は、三菱電機（株）と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）大竹，小川：“放送・通信連携サービスのためのアプリケーション認

証方式，”暗号と情報セキュリティシンポジウム，3E3-1（2011）
（2）山村，藤井：“放送通信融合サービスのためのアイデンティティー管

理とサービス連携，”NHK技研R&D, Vol.124, pp.18-23（2010）
（3）大亦，真島，井上，菅井，山田，西川：“インターネットによる映像

配信システムへの電子透かしの適用，”映情学年次大，10-8（2010）

2.2 携帯・移動体向け伝送技術

■ VHF-Low帯マルチメディア放送
アナログテレビ放送終了後のVHF帯1~3チャンネル（VHF-
Low帯）を利用する携帯端末向けマルチメディア放送の実用化に
向けた研究を進めている。2010年度は、技研の屋上にVHF-
Low帯の実験試験局を開設し、リアルタイム型放送の受信エリア
の検証、蓄積型放送の蓄積受信特性の評価、および、データカ
ルーセルを用いた蓄積型放送の伝送方式の検討を行った。
リアルタイム型放送の受信エリアについては、2009年度に試
作したVHF対応受信装置を用いて野外受信実験を行い、都市部
における受信電界強度と受信TSパケット誤り率の関係を求め、
移動受信の回線設計の検証を行った（1）。併せて、都市部における
外来雑音を測定し、その影響についても検討した。
データカルーセルによる蓄積型放送の蓄積受信特性について
は、DDB（Download Data Block）のブロックサイズ、コンテン
ツサイズをパラメーターとし、移動受信環境におけるコンテン
ツの再送回数と蓄積成功率の関係を室内実験により明らかにし
た（2）。
蓄積型放送は、たとえば、ニュースでは政治、経済などジャ
ンルごとに分類し蓄積でき、ニュースの項目ごとに差し替えが
可能であること、天気予報では最新の情報に上書き更新が可能
であることが望まれる。このため、蓄積型放送の伝送方式につ
いては、ニュース、天気予報、シリーズドラマなどコンテンツ
の種類に応じて、それぞれにふさわしい蓄積動作を指示する情

報を送信側から付加して伝送することで、受信機がコンテンツ
を自動的に分類して蓄積できる仕組みを考案し、VHF-Low帯マ
ルチメディア放送の運用規程案に盛り込んだ。さらに、2009
年度に試作した小型受信装置に、上書き更新、シリーズ予約、
およびコンテンツ種の判別機能などを追加する改修を行って、
考案した方式の動作検証を行った（図1）。

■携帯・可搬型アンテナ
VHF-Low帯マルチメディア放送の携帯受信機用小形アンテナ
の研究を進めた。折返し型方形ループアンテナの構造を適用し、

きょう
さらに、グラウンド板と筐体を利用して低周波数化した。電子
書籍端末やカーナビに内蔵できる大きさとして100mm×170
mmのアンテナを試作した（図2）。また、受信機と接続して野外
実験を実施し、携帯端末を模擬した受信環境で受信できること
を確認した。

■次世代地上デジタル放送の携帯・移動体向け伝送方式
現行の地上デジタル放送方式ISDB-Tでは、固定受信向けのハ
イビジョン放送と携帯・移動体向けのワンセグサービスが同時
にできる伝送方式となっているが、このメリットを生かしつつ
大容量伝送を可能にする研究を行っている。携帯・移動体向け
でもハイビジョン放送が可能となる方式の実現を目指して、劣
悪な受信環境でも安定に大容量の情報を伝送できるように、
ISDB-TをベースとしたMIMO-OFDM（Multiple-Input Multiple
-Output - Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing）伝送方

図1 試作小型受信装置

図2 携帯受信機用試作小型アンテナ
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式の検討を進めている。
2010年度は、2009年度に試作した送受信装置を用いて、直
交符号化したスキャッタードパイロットの伝送路応答の推定特
性などの室内伝送実験を実施した。さらに受信特性を改善する
ため、受信アンテナを2本とした2×2のMIMO化、および、RF
信号で受信できるように受信装置にチューナー部およびAGC
（Automatic Gain Control）部を追加した。また、直交偏波共用受
信アンテナを試作し、この受信アンテナを利用した伝搬特性測
定野外実験を実施し、直交偏波による受信電界データを取得した。

〔参考文献〕
（1）実井，岡野，中原：“VHF-Low帯マルチメディア放送における蓄積

コンテンツ情報テーブルの検討，”映情学技報，Vol.34, No.33, BCT
2010-58, pp.13-16（2010）

（2）中村，実井，岡野，中原：“VHF-Low帯マルチメディア放送の野外
伝送実験，”映情学冬季大，10-4（2010）

2.3 受信改善技術

■干渉除去技術
地上デジタル放送の受信における同一チャンネル干渉の対策

ひずみ
として、伝送路歪を含む再変調時間領域信号を参照信号とする
Pre-FFT型のアダプティブアレー技術を開発し、実用化対応を
行っている。
2010年度は、IC化した信号処理部を搭載したブースタータイ
プの小型干渉除去装置を試作し、技研公開2010で展示すると共
に、信号処理部をFPGAで構成した2009年度試作の装置を用い
て、広島県庄原市の田野河内（自主共聴）、北海道中川郡幕別町途
別地区および、静岡県賀茂郡西伊豆町付近で野外実験を実施し
た。田野河内の実験では、芸北八幡局からの混信を受けている
安芸千代田局の放送波の受信と、浜田局からの混信を受けてい
る三次局の放送波の受信に干渉除去装置を適用し、すべてのチャ
ンネルが受信できるようになることを確認した。幕別町の実験
では、受信障害の原因が、当初、他の地域で別の番組を放送し
ている地上デジタル放送波からの混信であるとされていたが、
現地調査の結果、山岳反射によるガードインターバル（GI）越えマ
ルチパス波が原因であることが判明し、干渉除去装置を適用す
ることで、改善効果が得られることを確認した。また、到来角
度拡がりが大きい干渉波に対しては、受信アンテナの設置間隔
を狭くし、広い角度範囲に対して干渉抑圧効果を得る方法が有
効であることを確認した。西伊豆町付近での実験では、静岡局
の放送波の受信に、浜松局や藤枝局の放送波がGI越えマルチパ
ス波として妨害を与えている受信環境において、干渉除去装置

を適用することにより改善効果が得られることを確認した。
一方、放送波中継用補償器で実用化済みのPost-FFT型のアダ
プティブアレーを、低D/Uのマルチパス環境が想定されるサー
ビスエリアでの受信にも適用できるようにするため、周波数領
域の重み係数に逆数フィルター処理を追加する信号処理アルゴ
リズムの改善を行い、試作装置の開発を進めた（図1）。

■ガードインターバル越えマルチパス等化技術
地上デジタル放送の受信におけるGI越えマルチパス妨害の対
策として、複数シンボル期間にわたるOFDM信号を一括して
FFTし、周波数領域でマルチパス等化を行う技術を開発し、実用
化を目指して研究を進めている。2010年度は、GI内低D/Uマル
チパス耐性強化済みの試作機を用いて、西伊豆町などで野外実
験を行うとともに、嶺南ケーブルネットワークでの実験に参加
して、その性能を検証した。また、マルチパスの遅延拡がりが
大きい場合の改善効果をより一層高めるため、遅延プロファイ
ル上でのマルチパスの検出にアダプティブリーク処理を導入す

図1 SFN環境における干渉除去特性（マルチパスD/U特性） 図2 野外移動受信実験結果
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る処理アルゴリズムの改善を行い、試作装置に反映した。さら
に、等化回路の小型化と、それを内蔵した地上デジタル放送用
セットトップボックスの開発を進めた。

■地上デジタル放送のハイビジョン移動受信特性改善
地上デジタル放送のハイビジョン番組を、自動車やバスなど
の移動体でも安定に、また、より広い受信エリアで受信するた
めの研究を進めている。
8つの受信アンテナを利用して最大比合成を行う8ブランチス
ペースダイバーシティ（8Br-SD）受信技術と、ビタビ復号とリー
ド・ソロモン復号を繰り返し復号する誤り訂正技術の2つの要素
技術を利用した、繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシ

ティ受信機（2009年度に試作開発）を用いて室内伝送実験による
特性改善効果の確認や、野外移動受信実験による受信エリア拡
大効果の確認を行った（図2）。従来の4ブランチスペースダイ
バーシティ（4Br-SD）受信機では、電界強度（受信アンテナ高10
mでの計算値）が75dBμV/m以上のエリア内で受信率90％以上
が得られたが、繰り返し復号型8Br-SD受信機では、70dBμV/m
以上のエリア内で受信率90％以上が得られ、より広い範囲で受
信できることを確認した（1）。

〔参考文献〕
（1）成清，高田：“繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシティ受

信装置を用いた地上デジタルハイビジョン放送の野外移動受信実験，”
映情学技報，Vol.35, No.5, BCT2011-29, pp.49-52（2011）

2.4 ISDB-Tの高度化

■マルチバンドISDB-Tシステム
地上テレビジョン放送のチャンネル帯域幅は、世界的に
6MHz、7MHz、8MHzがある。日本が開発し、世界標準規格と
して勧告されたISDB-Tでは、それぞれの帯域幅に対応した伝送
パラメーターが既に規格化されている。日本は6MHz帯域幅であ
るため、6MHz帯域幅用ISDB-T変調器や受信機が開発され、実
用化されている。また、ISDB-Tは中南米を中心に11カ国で採用
されたが、すべて6MHz帯域幅の国である。

アジア、アフリカなど7MHz、8MHzの国でのISDB-Tの採用
を目指し、いずれの帯域幅でも受信可能なマルチバンドの小型
軽量なISDB-T受信機（セットトップボックス）を2009年度末に
試作開発した（図1）。2010年度は、試作した受信機に関して、
最低入力電力、ガウス雑音特性、マルチパス特性、干渉特性な
どの室内伝送実験を実施し、国内のISDB-T受信機と同様の特性
であることを確認した（図2）。また、本受信機を用いて、南アフ
リカやブラジルでの展示や、南部アフリカからの見学者に対す
る展示を行った。

図2 マルチパスの遅延時間に対する所要D/U図1 試作受信機の外観
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リモコン

弱視向け画面表示

点字・指点字装置

セットトップボックス型受信装置

音声合成

3.1 人にやさしい情報提示
視覚や聴覚に障害のある人が放送を楽しむことができるよう
にするために、人にやさしい情報環境を実現する研究に取り組
んでいる。

■デジタル放送の情報バリアフリー技術
開発中の視覚障害者用の情報バリアフリー受信提示システム
は、障害のタイプや程度に適応した提示を行うことができ，デー
タ放送やEPG（Electronic Program Guide）の情報伝達、盲ろう
者への字幕点字出力が可能である。2010年度は、実用を目指し
た高いアクセシビリティを提供するセットトップボックス型の
システムを開発した（図1）。

■ 2次元・3次元情報の触力覚提示技術
触覚や力覚で2次元や3次元の情報を伝える、将来の「触れるテ
レビ」を目指した研究を進めている。
2010年度は、2次元の触覚情報を提示できる装置を用い、視
覚障害者が情報を探索する場合に選択ボタンの位置や内容を覚

える負担を軽減できる提示手法を探った。音声と触覚を併用し
た提示が記憶や学習に与える効果を調べた結果、触覚によって
手がかりが得られる位置にある対象の記憶が向上する傾向がみ
られた。
複数の指（以下、多指）を用いた触力覚で3次元情報を伝達する
装置の設計や適切な提示法の指針を得るために、仮想物体と実

図1 視覚障害者用の情報バリアフリー受信提示システム

放送のデジタル化やインターネットなどの情報イン
フラの普及、生活スタイルの多様化が進むに従って、
視聴者が放送サービスに期待するコンテンツや機能は
多岐にわたるようになってきている。また、社会の高
齢化、国際化によって、放送サービスを享受する側の
視覚、聴覚の身体的条件、言語などの文化的条件はよ
り分散したものとなってきている。社会生活の基盤と
なる情報を誰に対してでも提供できることは、放送の
最も基本的な機能である。そこで、このような新たな
状況に、情報技術などを使って、より柔軟に対応して
いくための研究を進めている。
人にやさしい情報提示については、視覚障害者の支
援を目指し、データ放送コンテンツの点字や音声を含
む提示が可能な実用レベルの受信システムを開発した
ほか、触力覚を使って情報を提示するシステムの試作
と認知的特性の評価を行った。また、解説放送や手話
放送サービスの拡充を目指した要素技術の開発と試作
を行った。
音声認識による字幕制作では、ニュースや報道系情
報番組を対象として、対談などの話し言葉の認識率を
向上させるとともに、番組制作者用のニュースアーカ
イブス検索システムの開発に寄与した。
高齢者のための音声・音響処理では、受信機側で聞
きやすい番組音に調整するための背景音抑圧法や音声
強調法について検討を進めた。
言語バリアフリーサービスのための言語処理につい

ては、言語変換・分析手法として、国内外の外国人に
向けたサービス拡充のためのニュースの日英統計翻訳
技術および、在日外国人にもやさしい日本語への書き
換え支援の研究を進めた。また、視聴者から寄せられ
る番組への評判を分析するための分類精度を向上させ
る手法の検討を進めた。
コンテンツ検索・推薦技術については、アーカイブ
スの利用促進を目的として、番組検索・推薦のための
映像の意味的構造の抽出や番組外のテキスト情報を活
用したテキスト処理技術の研究、および基盤技術とし
てのメタデータ制作フレームワークの研究を進めた。
また、これらの技術を適用した番組検索・推薦システ
ムの開発を行い、NHKオンデマンド、番組公開ライブ
ラリーやNHKクリエイティブ・ライブラリーで利用し
た。
また、ユーザーインターフェース技術については、
視聴者の状況を認識し、その状況に応じて最適なサー
ビスを提供することを目指す技術の研究を立ち上げ、
基礎検討としてユーザー調査を実施するとともに、シ
ステムを試作した。
一方、番組が視聴者にどのように見られ、どのよう
な心理的影響を与えているのかを、脳活動および視線
を手がかりとして測定する実験を行った。また、映像
の物理的な特徴量を計測することによって視聴者の不
快度を推定する手法を開発した。

3 ユニバーサル放送サービス
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音声･非音声･音楽
の自動判別

電子台本から
ト書きの区域表示

標準入力文字数
超え分を赤文字表示

コメントの
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ト書きからの
候補表示・選択

現在の解説台本
入力位置

解説台本区間の
標準文字数提示

すぼめる 真一文字にひく

物体の形状認知特性の比較評価を進めている。2010年度は、1
本の指で触った場合と多指で触った場合との物体の大きさの感
じ方と、手掌部への反力の提示や不連続な部分で引力を与える
提示手法がサイズや形状の認知に与える効果を評価した（図2）。
その結果、1本の指では物体を大きく知覚する触錯覚が有意に生
じること、多指では手掌部への反力の提示がサイズの正確な認知
に効果があること、形状認知には引力の提示が効果があることを
明らかにした（1）。この研究の一部は、東京女子大学、KGS（株）と
共同で実施した。

■手話放送サービスの要素技術
聴覚障害者用の手話放送サービスの拡充を目指し、日本語テキ
ストから手話CGへの自動翻訳による放送サービスの技術的可能
性について検討している。手話では手や指による手指動作ととも
に、顔の表情や口型などによる非手指動作が重要である。2010
年度は、顔の形状モデル（図3）を構築するとともに、顔の形状モデ
ルを制御して非手指動作を表現できるようにTVML（TVprogram
Making Language）を拡張した（2）。また、手話CG単語を自動的に
連結する簡易な手法を開発し、用例を用いた手話CG翻訳システ
ムを試作した。この研究は、工学院大学と共同で実施した。

■解説放送制作支援技術
視覚障害者用の解説放送番組のさらなる拡充を目指し、解説
放送番組の制作者を支援する研究を行っている。2010年度は、

解説台本を効率的に制作するための解説台本制作支援システム
を試作した（3）（図4）。試作したシステムでは、解説が挿入可能な
非音声・非音楽区間を自動検出できるとともに、入力可能な文
字数を提示することができる。さらに、番組の電子台本が利用
できる場合には、ト書きから解説放送の文の候補を言語処理技
術を使って自動的に生成し、参照することが可能である。

〔参考文献〕
（1）半田，坂井，篠田：“多指仮想触力覚提示におけるオブジェクトサイ

ズの認知，”HCGシンポジウム，HCG2010-C6-2, pp.343-348
（2010）

（2）金子，加藤，清水，井上，長嶋：“非手指動作を付加した手話映像生
成に関する一検討，”HCGシンポジウム，HCG2010-A5-2, pp.89
-93（2010）

（3）山内，加藤，今井，比留間：“解説放送に向けた台本作成支援ツール
試作評価，”信学総大，A-19-1（2011）

3.2 音声認識による字幕制作
聴覚に障害のある方や高齢の方をはじめ、多くの方が楽しめ
る字幕放送の拡充を目指して、字幕制作のための音声認識の研
究を進めている。

■ニュース番組用の字幕制作システム
大相撲などのスポーツ番組では、字幕キャスターが言い直し
た音声を認識して文字にするリスピーク方式の字幕制作システ

ムを、すでに実用化している。ニュース番組で字幕をより効率
的に制作するために、アナウンサーや記者、解説者の音声は番
組音声を直接認識し、認識が困難なインタビュー部分をリスピー
ク方式に切り替えるニュース番組用の字幕制作システム（図1）の
開発を進めている（1）。2010年度は、音声認識用ノートPCと誤り
修正用タッチパネルPCを用いたコンパクトな字幕制作システム
を試作した。また、対談などの話し言葉の認識率を向上させ、
オペレーターによる認識誤りの修正作業を省力化した。

図2 多指触力覚提示のサイズ認知の実験風景

図4 解説台本制作支援システム

図3 顔CGモデル
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音声認識結果から元のニュース原稿を推定し、自動的に認識
誤りを修正する手法についても検討した。また、すべての報道
系番組を音声認識し、認識結果を番組映像・音声とともに蓄積
する報道番組自動書き起こしシステム（2）を、番組制作者用の
ニュースアーカイブス検索システムの開発に応用した。

■自由発話音声認識
自由発話とは、原稿の読み上げではなく、特定の話題の範囲
で比較的自由に話された音声のことである。報道系情報番組で

は、キャスターとゲスト出演者の対談部分で自由発話となり、
話し言葉特有の言い回しや早口で不明瞭な発声の影響で、音声
認識性能が低下する。そこで、単語の言語的特徴や音響的特徴
を利用して、認識誤りの傾向を識別的に学習する手法（3）や、話者
ごとの声の特徴を逐次適応学習する手法の検討を進めた。その
結果、「クローズアップ現代」から評価用に選定した対談部分で認
識率88.7％（誤り率11.3％）が得られ、2007年度の認識率75.5％
（誤り率24.5％）から3年間の研究で認識誤りを半減させることが
できた。

〔参考文献〕
（1）本間，小林，奥，佐藤，今井，都木：“ダイレクト方式とリスピーク

方式の音声認識を併用したリアルタイム字幕制作システム，”映情学
誌，Vol.63, No.3, pp.331-338（2010）

（2）小林，奥，本間，佐藤，今井：“コンテンツ活用のための報道番組自
動書き起こしシステム，”信学論，Vol.J93-D, No.10, pp.2085-
2095（2010）

（3）小林，奥，本間，佐藤，今井，都木：“単語誤り最小化に基づく識別
的リスコアリングによる音声認識，”信学論，Vol.J93-D, No.5,
pp.598-609（2010）

3.3 高齢者のための音声・音響信号処理
背景音に妨害されて高齢者には聞き取りにくくなっているセ
リフやナレーションを聞きやすくするための番組音調整技術の
研究を行っている。
2009年度までに放送現場と連携して、ナレーションと背景音
の「耳で感じる音の大きさ（単位はphon）」を客観的に算出し、そ
の差を用いてナレーションの聞きやすさを判定する番組音制作
用の支援装置を開発している（1）。2010年度は、その判定結果に
従って調整した番組音の音量バランスの妥当性を評価した。高
齢者が背景音を大きいと感じる72.5phon以上の部分を平均的な
ナレーションの大きさである70phon程度になるように音量バラ
ンスを調整した番組音を用いて、高齢者による主観評価実験を
行った。その結果、「大きすぎる」という判定が25％から15％へ
削減し、装置の判定の妥当性が確認できた（2）。
さらに、受信機側で聞きやすい番組音に調整するための背景
音抑圧法や音声強調法についても検討を進めた。背景音抑圧法

については、統計モデルによって音声区間を検出し、検出した
音声区間におけるステレオ音声のチャンネル間の相関からナレー
ションと背景音を推定して、適切な音量バランスとなるように
制御する方法を開発した。音声強調法については、高齢者によ
る主観評価実験を行った結果、背景音のない音声に対しては、
声の高さの変化幅を拡大することで聞きやすさが改善されるこ
とを確認した。

〔参考文献〕
（1）小森，壇，都木，庄田，黒住，小宮山，星，村川：“ラウドネスレベ

ルを指標とした音声ミキシングバランスに関する研究，”信学論，Vol.
J92-A, No.5, pp.344-352（2009）

（2）小森，清山，都木：“高齢者にも聞きやすい放送を目指した番組音量
バランス客観評価技術の検証，”音響学会秋季講演論文集，1-R-2
（2010）

3.4 言語バリアフリーサービスのための言語処理

■翻訳・日本語変換支援技術
国内外の外国人に向けたサービスを充実するために、ニュー
スの日英自動翻訳技術と、国内在住外国人のためのやさしい日
本語変換支援技術の研究を行っている。
日英自動翻訳技術では、統計翻訳システムの検討を開始し
た（1）。NHKのニュースでは直訳が少なく既存手法で統計モデル
を学習することは難しい。2010年度はニュースデータで句（複
数の単語列）ベース翻訳モデルを学習する手法を開発した。また、
この手法と既存のデコーダーなどを組み合わせて評価用の翻訳
システムを試作した。さらに、評価用の1,000記事対訳データの

整備を行った。
やさしい日本語の研究については、NHKのニュースを記述す

い
るための基本語彙を決定するために、2010年度はジャンルや期

い
間によらずに出現する語彙をデータベースから抽出する手法を

い
開発した。この手法を用いて、ニュース全体の語彙の95％をカ

い
バーする6,000語程度を抽出し，それらを基本語彙の候補とし
た。また、やさしい日本語の暫定基準を決めるとともに、書き
換え支援インターフェースを開発し、データの作成を進めた。
さらに、やさしさを評価するためのニュース読解テストシステ
ムを試作して、日本語母語話者による予備評価実験を行った（2）。

図1 ニュース番組用の字幕制作システム

3 ユニバーサル放送サービス ｜ 3.3 高齢者のための音声・音響信号処理 ｜ 3.4 言語バリアフリーサービスのための言語処理
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■評判分析技術
番組終了後に視聴者から寄せられる評判を番組制作に生かす
ために、評判分析の研究を進めている。2010年度は評判の分類
精度を向上させる手法を検討した。評判は構造、表現、長さが
大きく異なる文であっても同じ分類となることがある。このよ
うな現象にうまく対処できる機械学習手法を開発した。

〔参考文献〕
（1）熊野，田中：“言語内・言語間単語共起情報を併用した対訳辞書の文

アラインメント，”言語処理学会第17回年次大会，P2-32（2011）
（2）田中，美野：“日本語母語話者による「やさしい日本語ニュース」の読

解実験，”言語処理学会第17回年次大会，B3-8（2011）

3.5 コンテンツ検索・推薦技術
アーカイブスの利用促進を目的に、番組検索・推薦のための
映像構造抽出技術とテキスト処理技術の研究、基盤技術として
のメタデータ制作フレームワークの研究を進めた。また、これ
らの技術を適用した番組検索・推薦システムの開発を行った。

■番組検索・推薦のための映像構造抽出技術
映像解析により、番組の映像を意味的にまとまりのある区間
に分割し、区間ごとに映像の内容を表すメタデータを付与する
映像構造抽出技術の研究を進めている。2010年度は、番組の意
味的な構造抽出と映像要約のためのオブジェクトやイベントを
検出する手法の開発を進めた。
番組の意味的な構造記述抽出については、複数のショットに
またがる意味のあるシーンの抽出を目指し、ニュースと紀行系
番組を対象にシーン分割の実験を進めた。ニュースに対しては、
繰り返し現れる映像内の特徴を利用したシーン分割手法を開発
した。また、紀行系番組に対象を絞ったシーン分割手法として、
クローズドキャプションを利用し、時刻と場所の変化を示す語
に注目した手法の検討を進めた。さらに、字幕スーパーを利用
した映像の意味情報の抽出を目指して、番組映像から字幕スー
パーが出現する時間区間と、フレーム画像内での出現位置を検
出する手法を開発した。様々な画像特徴を組み合わせて文字領
域を判定することにより、従来手法よりも約20％の検出精度
（適合率97％達成）を向上させることに成功し、移動や、色、サ
イズが時間的に変化する字幕スーパーにも対応可能とした（1）。
番組閲覧のための要約映像自動生成に向けて、映像中に現れ
る130種類のオブジェクトやイベントを検出する従来手法よりも
高速な学習アルゴリズムを開発した。

■番組検索・推薦のためのテキスト処理技術
テキスト処理技術を利用した情報検索・提示技術の研究も進
めている。2010年度は、2009年度までに開発した語の頻度や
固有表現の種類を利用した文書類似度を用いた関連番組検索手
法を改良した。さらに、新たな検索、推薦、情報提示の実現に
向けた以下の研究を進めた。
テキストを使って番組間の関連を計算する際に、アーカイブ
ス内の番組概要などだけでは情報が限られてしまうので、外部
のテキスト情報を利用する必要がある。2010年度には、外部情
報としてWikipediaを利用し、世の中で注目されている出来事や
人物などに関連のある番組を優先的に提示できる手法を開発し
た（2）。注目されている表現はWikipediaの更新履歴に基づいて特
定した。また、Wikipediaの目次情報を収集・統合することに
よって、ニュース記事を構成するための要素（ニュース構成要素）

を自動獲得する手法を開発し、ニュースオントロジー（ニュース
を構成する概念の関係を記述したもの）を構築した。さらに、
ニュースオントロジーを用いてニュース構成要素ごとに検索結
果を提示するシステムを試作した。
一方、外部のテキスト情報としてNHK年鑑を利用してニュー
スを構造化する手法を提案した。NHK年鑑中の文とNHKニュー
ス中の文とを対応付けることでニュースを構造化するものであ

ふかん
る。この手法を用いて、俯瞰的な情報としては年鑑を表示し、
詳細な情報としてはNHKニュースを提示するニュース検索シス
テムを試作した（3）。この研究の一部は、（独）情報通信研究機構と
共同で実施した。

■メタデータ制作フレームワーク
メディア解析を利用した効率的なメタデータ制作環境として
提案しているメタデータ制作フレームワーク（MPF：Metadata
Production Framework）について、2010年度は、自動生成メタ
データの評価を目的とする欧州放送連合の技術プロジェクトEBU
EC - M SCAIE（ European Broadcasting Union, Expert
Community on Metadata, Study of Content Analysis-based
Automatic Information Extraction in Production）に 参 加 し、
MPFで採用しているメタデータモデルを拡張する形で、共通メ
タデータフォーマットを策定した。さらにこのフォーマットを
MPEGにおける新しいMPEG-7プロファイルとするための国際
標準化を進めた。

■番組検索・推薦システムの開発
映像構造抽出技術とテキスト処理技術を利用して、関連番組
の検索・推薦を行う視聴者向けのシステムと、番組やシーンの
検索や閲覧を可能とする制作者向けのシステムの開発を行った。
視聴者向けの関連番組検索・推薦システムについては、テキ
スト処理技術に基づいた文章類似度を計算する手法に、インター
ネットなどで用いられている通信プロトコル（HTTP）でアクセス
可能な汎用の問い合わせインターフェースを実装し、放送通信
連携システムHybridcastで想定するお薦め番組サービスの一例と
なる実験システムを試作した。
また、番組概要文の類似度に基づく手法と、出演者、ジャン
ルが類似する番組を検索する手法を組み合わせ、関連番組情報
を登録するシステムを、NHKオンデマンド室と共同で開発した。
このシステムを用いてNHKオンデマンドの利用者が選択した番
組に関連する番組を、パソコン用サービス画面で提示する実験
的な利用を始めた（図1）。この技術を、ライツアーカイブスセン
ターが運用する番組公開ライブラリーの関連番組推薦システム
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にも提供した。
さらに、映像説明文の文章類似度を計算する手法に加え、画
像類似度の計算手法を組み合わせてNHKクリエイティブ・ライ
ブラリー用の関連クリップ検索システムを試作した（4）（図2）。画
像類似度に基づく検索では、画像の色およびテクスチャー特徴
のブロック単位の比較に基づくサムネイル画像検索手法を確立
するとともに、ブロック単位の構図データを用いて事前分類を
行う手法で、検索処理を高速化した。また、検索対象から取り
出した主要色リストおよび主要ブロック画像を用いたクエリー
スケッチ（検索キーとなる画像の描画）による検索手法を、ウェブ
ブラウザーで操作できるようにした。検索機能や使い勝手に対
する一般ユーザーの評価データを収集する目的で、NHKホーム
ページにて本システムを用いた公開実験を開始する予定である。
一方、個人の好みや視聴スタイルに適した番組の探索方法や
推薦技術を実現するために、推薦番組の個人適応技術の研究も
進めた。個人に合わせた検索結果の表示方法を検討するために、
番組推薦に関するインタビュー調査を行い、平日や休日などの
時間帯によって視聴行動が異なることやニュース・報道などの
よく見る番組ジャンルがあることを確認した。この結果に基づ
いて、検索結果に含まれる好みのジャンルの番組の順位を上げ、
優先的に表示する仕組みを実現した。
制作者向けには、番組検索閲覧システムの試作を行った。試
作システムには、典型的なカメラワーク、色や模様による画像
類似、顔の有無、字幕スーパーの有無などの映像解析結果に基
づく検索機能と、番組内容を記述する文章の類似度に基づく関
連番組検索の機能を組み込んだ。また、大量の映像を対象とす
ることを目的として、上記検索に必要なメタデータの抽出とイ
ンデックスの生成を自動で行う機能も実装した。

〔参考文献〕
（1）河合，住吉，藤井：“単一映像フレームからの字幕領域検出手法，”

映情学冬季大，3-7（2010）
（2）後藤，宮崎，田中，相澤：“Wikipediaの更新履歴を利用した番組検

索，”映情学年次大，3-4（2010）
（3）加藤，宮崎，後藤，田中：“NHK年鑑を利用したニュースの構造化，”

信学総大，D-5-4（2011）
（4）住吉，望月，後藤，藤井：“関連コンテンツ検索・推薦システム，”

映情学年次大，3-1（2010）

3.6 テレビユーザーインターフェース技術
2010年度からテレビのユーザーインターフェースの研究を開
始した。画像認識などの技術を利用して視聴者の状況を取得し、
その状況に応じて視聴者に最適なサービスを提供するための研
究を進めている（1）。
研究を進めるうえでの基礎検討として、家庭内でのテレビ視
聴状況の調査を行い、いわゆる「ながら視聴」などの視聴行動パ
ターンを整理した。
視聴者の状況を取得する方法としては、人物に関する認識技
術を中心に研究を進めた。視聴している人物の識別では、肌色
抽出、顔検出と顔特徴点探索処理の組み合せからなる、高速で
頑健な顔画像認識手法を開発し、実時間で複数人数の識別を可
能とした。また、顔画像認識に必要な学習用データベースを構
築する際に、画像アラインメント手法を用いて顔画像登録の自

図1 NHKオンデマンドの関連番組提示画面

図2 NHKクリエイティブ・ライブラリー用の関連クリップ
検索システム

図1 試作ユーザーインターフェースの認識処理結果
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動化を実現した。視聴時の行動の識別では、複数の動画像特徴
点をひとまとめにして、動作ごとに分類することで多彩な動き
に対応できる動作認識手法や、対象物の奥行き情報と画像情報
の時間的な変化を利用したジェスチャー認識手法を提案した。
また、顔表情の変化と番組への関心度の相関が高いことを想定
して、番組視聴時の顔特徴の変化の様子を分類する手法を提案
した。
これまでに開発した人物認識手法を実装したテレビのユーザー
インターフェースシステムを試作した。試作したシステムでは、

各種の画像認識処理を利用して視聴者の状況を取得し（図1）、状
況に応じて関連するコンテンツを推薦・提示する仕組みを導入
した。

〔参考文献〕
（1）苗村，高橋，奥田，三ッ峰，クリピングデル，藤井：“視聴状況に基

づいたテレビインタフェース，”映情学誌，Vol.64, No.12, pp.1816
-1819（2010）

3.7 視聴者心理状態推定技術
番組が視聴者にどのように見られ、どのような心理的な影響
を与えるのかを客観的に分析するために、視聴者の脳活動や行
動（視線の動きや視聴態度など）から視聴者の心理状態を推定する
技術の研究を進めている。

■脳活動分析
脳活動の分析としては、2010年度は機能的近赤外分光分析法
を用いて、注意の状態を解析する技術の開発に取り組んだ。通
常、脳活動の研究では、映像を見ている人に様々な課題を与え
て注意の状態を変化させて、対応する脳活動を測定する。しか
し、脳活動は見ている映像以外の要因からも影響を受けるので、
注意の効果だけを抽出することが困難である。そこで、視野内
で注意を向ける方向を規則的に変化させながら脳の活動を計測
し、その変化に同期した活動だけを取り出す手法を用いて分析
した。その結果、注意を向ける方向を左右に変えたときに、応

答が特徴的に変化する脳部位を主に側頭部に見いだした（1）（図1）。
今後、さらに詳細な注意の分析を進めて行く。

■視線分析
番組映像のどの部分に注意や興味が向けられているのかを調
べるために、視線の分析を行っている。2010年度は、視線の計
測結果に基づいて注意が向けられている位置を特定するととも
に、画像のコントラストと色の変化が、注意のひきやすさにど
の程度効果を及ぼしているのかを明らかにする実験を行い、画
像のコントラストと色の変化の効果を定量化した（2）。また、開発
した視線測定システムを改良し、測定できる視野を大幅に拡大
した。改良した測定システムを用いて、スーパーハイビジョン
などの超高臨場感映像システムが視聴者にどのような心理的効
果を与えるのかを計測する予定である。
一方、コンテンツが視聴者に好ましくない影響を与える可能
性もある。特に、近年の家庭用テレビの大画面化に伴い、映像
の揺れや点滅によって不快に感じる視聴者が増加する可能性が
ある。この課題に対応するために、2010年度は、映像の物理的
な特徴量から視聴者の不快度を推定する計算機プログラムを開
発した。主観評価実験を行い，その有効性を確認した。

〔参考文献〕
（1）M.Harasawa and H.Ishikane：“Continuously moving RSVP task

revealed neuronal activities related to position of spatial
attention：an fNIRS study，”Vision Sciences Society 11th Annual
Meeting, 53.427（2011）

（2）梅田，小峯，森田：“視覚探索課題におけるサッカード潜時から導出
する顕著性算出パラメータ，”映情学年次大，4-11（2010）図1 空間的な注意に関連すると考えられる脳部位

（色の違いは注意を向ける方向による）
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4.1 ネットワークを活用した番組制作システム
IP（Internet Protocol）を用いるブロードバンドネットワークを
素材伝送手段として活用する研究および、番組ファイルを継続
して保存し有効活用を図る分散サーバー放送システムの研究を
進めている。

■素材伝送の高機能化
複数の利用者により通信回線が共用されるベストエフォート
IPネットワークにおいて、混雑などによる利用可能帯域の減少や
パケットロスが生じても、映像を途切れさせずにライブ伝送を
行う技術を開発している。
報道室などから放送局などへの1対1の伝送では、利用可能帯
域と品質を計測し、符号化データとパケットロス回復の通信が
利用可能帯域内に収まるように映像の圧縮率を制御して伝送す
る装置の実用化を進め、互換性の向上のためのエンコーダーの
改善などを行った（1）。
一方、素材映像を複数の受信端末でモニターする場合などの
1対多、多対多の映像配信型の伝送では、エンコーダーからの信
号を個々の受信端末に分配するサーバーおよびその前後のアッ
プリンク、ダウンリンク回線の部分に通信が集中する。配信数
が増加すると、ここで混雑が発生し品質劣化が発生するように
なる。そこで、現在の受信端末数および受信映像数からボトル

ネックとなる箇所における使用帯域を算出し、これが限度内に
収まるように符号化ビットレートを逆算してリアルタイムにレー
ト制御エンコーダーを制御することで、映像を途切れさせない
映像分配システムを開発した（図1）。

■放送局システム
放送局システムの研究では、ファイル化の進展により今後増
大し続ける番組ファイルの活用に着目し、ポストファイルベー
スとなる次世代の放送局システムを目指した分散サーバー放送
システムの研究に着手した。
システムは、番組を蓄えるデータベース機能を持つ広域分散
ファイルシステム、高速映像処理のためのクラウド型コンテン
ツ処理システム、番組ファイルを高速に切り替えて閲覧視聴で
きるサービスとそのための番組ファイル編成送出配信システム
で構成され、基本的要件の検討と必要な機能の考案と設計開発
を進めている。
広域分散ファイルシステムは、集中管理機構を持たずに、放
送局の増え続けるファイルを仮想的な1つのストレージに拡張性
を持って保管し共用する。2010年度は、映像や音声、テキスト
などにインデキシング情報などを付加できるマルチレコード構
造のファイル管理機構の検討を行った。さらに、分散配置され

高品質で魅力的なコンテンツの効率的な制作、新しい
映像表現の実現、安全・安心を確保する緊急報道の支援
などを目指し、高度番組制作技術の研究を進めている。
IP（Internet Protocol）を用いたブロードバンドネッ
トワークを素材伝送手段として活用する研究を進め、
回線利用状況に応じて映像エンコーダーを制御し、映
像を途切れさせずに伝送や分配する技術を開発した。
また、番組ファイルを継続して保存し、クラウド技術
を用いてコンテンツの有効活用を図る分散サーバー放
送システムの研究を進めた。
偏光瞳分割光学系を用いて、距離情報と表面反射特
性を同時に取得するカメラを開発した。この情報を用
いて、撮影している実空間の情報などを取得・活用し、
簡易な操作で高度な合成・加工ができるシステムの試
作を進めた。
高品質音声合成では、合成のための音声データベー
スを効率的に拡張する方式の検討と実験を進めるとと
もに、放送時間に合わせた調整などの実用的な機能を
導入した気象通報読み上げ装置の開発を推進した。
音響デバイスの研究では、電場駆動型エラストマー
を用いた軽量スピーカーにおいて、プッシュプル型構
造を考案し、発音効率の向上と音質の改善を図った。
狭指向性マイクロホンは、番組での検証を進めるとと

もに、動作原理の解析に基づいて指向性向上を検討し
た。また、現状の放送用マイクロホンに比べて、機動
性や信頼性に優れた電荷蓄積型シリコンマイクの開発
を進め、短時間で素子を作成するために電荷の蓄積効
率を高める手法を開発した。
FPUの高度化について、現在ロードレースで利用し
ている800MHz帯FPUに利用する送信アンテナの研究
を進め、映像伝送の安定化に寄与した。また、マイク
ロ波帯FPUの研究を進め、ロードレース時の受信基地
局の軽減や、双方向FPUの開発、周波数領域でのチャ
ンネル推定と等化技術の研究を進めた。さらに、ミリ
波帯の開発を進め、120GHz帯の電波を使用する大容
量伝送が可能なFPUの研究を進めた。
ミリ波モバイルカメラの研究では、本線映像と同様
ミリ波帯の送り返し系システムの開発を進めて、ケー
ブル付きハイビジョンカメラと同等のカメラ制御や送
り返し映像を実現し、ゴルフ中継や紅白歌合戦などの
番組で使用された。
ミリ波を照射して煙や板などで遮られた物体を撮影
することが可能な電波カメラについては、今年度はフ
レーム周波数の改善を図って動画の撮影を可能とする
とともに、送受アンテナの一体化により不要な反射波
を抑制して画質向上を実現した。

4 高度番組制作技術
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ストリーム
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拡張ソフトウェア
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試聴端末数をカウントして、レート算出、指示

た複数のファイルを1つのファ
イルとして同一の時間軸でアク
セスできるインターフェースを
設計した。
クラウド型コンテンツ処理シ
ステムでは、ネットワークを介
してサーバーがファイルの処理
を行い、サーバーを増やすこと
で簡単に映像処理を並列化して
高速化を実現する。2010年度
は、これまでに開発したファイ
ル転送プロトコルの機能を拡張
し、CPUやネットワークなどの
リソースの利用状態に応じてダ
イナミックに処理を割り当て、
データ転送と連動して制御する
手法を設計し、実装による検討を行った。
また、分散サーバー放送システムのサービスとして、大量の
番組を高速に切り替えて閲覧視聴できるサービスの検討を行い、
2010年度は配信のためのキャッシュ配置の検討と評価用シミュ
レーションツールの設計開発を進めた。一方、技術局と共同で、
2009年度までに開発したフレキシブル制作システムの次期テー
プレスシステム（フェーズ3）の設計への適用を検討した。さらに

フレキシブル制作システムの開発と実用化を促進するために、
開発したプログラムのソースコードを2011年度に技研ホーム
ページで公開すべく準備を進めた。

〔参考文献〕
（1）小田：“IPネットワークによるライブ映像伝送技術，”映情学誌，

Vol.64, No.11, pp.1538-1541（2010）

4.2 映像制作技術
撮影している実空間の奥行き情報やカメラの撮影条件（撮影空
間情報）を取得し、映像の合成や加工の処理・操作の簡素化や精
度向上に活用する技術の研究を開始した。
撮影空間情報の取得技術としては、カメラからの距離情報、
表面反射特性などの被写体情報や照明情報を同時に取得可能な
カメラの開発を目指し、図1に示す偏光瞳分割光学系を用いる手
法を考案し、その基本動作を確認した。また、レーザー測距計
を高精度に制御可能な雲台に設置し、奥行きの分解能の向上を
図るためのシステムを試作した。さらに、雲台に取り付けたセ
ンサーからのデータを用いることなくカメラの撮影条件を取得

するために、撮影空間にある物体の3次元モデルの情報を利用し
て、実時間でカメラパラメーターを推定する技術の開発を進め
た。この中で映像のボケ量からカメラの微小な動きを検出し、
パラメーター推定結果に含まれるジッターを抑制する手法を考
案し、その有効性を確認した（1）。
撮影空間情報を利用した映像合成加工技術としては、一般ユー
ザーにも使いやすい環境の実現を目指し、指定した被写体領域
を切出す手法と、切出し領域を画像的に補完するための手法の
研究を進めた。領域切出しと補完の基本アルゴリズムを実装す
るとともに、撮影空間の情報である奥行き情報を利用すること
により、色情報のみによる場合よりも精度を向上できることを
確認した（2）（図2）。

図1 偏光瞳分割光学系による奥行き推定の原理

図2 奥行きを利用した特定物体（元画像の画面下のピンクの
立方体）の消去と補完処理
（元画像はMiddlebury Stereo Datasetsより）

図1 レート制御型映像分配システム
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上記の各要素技術の検討を基に、撮影空間の情報をメタデー
タとして管理し、複数の映像処理モジュールから利用可能とす
る映像合成加工のフレームワークの検討を進めた。

〔参考文献〕
（1）朴，三ッ峰，藤井：“モデルベースカメラトラキングにおけるジッ

ター低減の一考察，”映情学年次大，13-2（2010）
（2）大久保，藤井：“奥行き情報を使った画像修整手法の検討，”画像電

子学会研究会，No.255, 10-05-02, pp.69-73（2011）

4.3 高品質音声合成
放送用の原稿を自動的に音声に変換する自動音声放送や、目
の不自由な方のためにデータ放送などの文字を読み上げるサー
ビスの実現に向けて、高品質な音声合成の研究を進めている。
2009年度までにニュース番組のアナウンサーの大量の録音音
声データを用いて、高品質に任意文章を音声合成する方式（1）を開
発するとともに、ラジオ第2放送の「株式市況」の自動読み上げ装
置の開発を行った（2）。2010年度は、気象通報読み上げ装置の開
発を進め、株式市況よりも表現が多様な気象通報の電文につい
て、文構造の型の分類結果に基づき、肉声と変わらない高品質
な合成音が得られる方式を開発した（3）。既開発の任意文章音声合
成方式と比較実験を行った結果、66％の音声で新たに開発した
方式が自然であると評価された。この方式と話速変換技術を組
み合わせて、放送時間に合わせて気象通報を読み上げる気象通
報自動読み上げ装置を試作した（図1）。
また、任意文章音声合成方式において、波形接続で合成する
音声の一部が不足する場合に他話者の音素で置換できるように
するために、音響特徴量と聞こえ方の自然性の関係について追
加実験を行い、話者による傾向を統計的に分類した。
さらに、柔軟で多様な表現が可能な音声合成を実現するために、
既存話者の音声データベースの情報に基づき少量の新規話者音
声データで音声合成可能な新たな方式の開発に取り組んだ。ベー
スとなる統計的手法による音声合成方式を整備するとともに、
新規話者の少量の音声データを接続して音声合成する際に不足
する音の並びを、既存話者の音声データベースの情報を用いて
補完するための写像規則を導出する方法について検討を進めた。
話速変換技術に関して、教育、朗読、語学などの録音コンテ
ンツの高速再生での応用に向け、声の高さや強さの変化に応じ
て効果的に制御する方式を開発した。

〔参考文献〕
（1）世木，田高，清山，都木：“ニュース番組の収録音声を利用した波形

接続型音声合成システム，”情処学論，Vol.50, No.2, pp.575-586
（2009）

（2）世木，清山，田高，都木，大出，今井，西脇，小山：“高品質な株価
音声合成装置の開発とデジタルラジオ放送での試験運用，”映情学誌，
Vol.62, No.1, pp.69-76（2008）

（3）世木，田高，清山，都木，斎藤，小澤：“音声合成のためのテンプ
レートを用いた録音文セット生成システムとラジオ番組「気象通報」
への適用について，”映情学誌，Vol.65, No.1, pp.76-83（2011）

4.4 音響デバイス
高品質で魅力的な音声コンテンツを制作するためには、音響デ
バイスの進展が不可欠である。次世代放送メディアのマルチチャ
ンネル音響への応用も視野に入れ、新しい原理を用いたスピー
カーや、マイクロホンの小型化・高性能化の研究を行っている。

■高分子膜を用いた軽量スピーカー
スーパーハイビジョン用22.2マルチチャンネル音響の家庭導
入を目指し、小型・軽量で設置の自由度の高いスピーカーの研
究を行っている。
2010年度は，2枚の電場駆動型エラストマー膜（ゴム状の膜）
を用いて、互いに逆方向に伸縮させるプッシュプル型構造を考
案し、発音効率の向上と音質の改善を行った（図1）。開発したス

ピーカーは、円形で直
径は16cm、重さは60
gである。同じサイズ
の従来型スピーカーと
比較して約1/20の軽
量化を実現した。プッ
シュプル型構造にする
ことでエラストマー膜
の面方向の伸縮を効果
的に活用でき、80Hz
~15kHzの再生帯域を
実現した（図2）。
また、空気の排除体

図1 気象通報自動読み上げ装置（ソフト）の画面

図1 電場駆動型エラストマーを用
いたプッシュプル型スピー
カー
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積に着目してプッシュプル型構造を解析するとともに、複数の
パラメーターに基づいてスピーカーを試作した。その結果、最
も発音効率と音質が向上する形状は、電極部と振動板の径の比
が2：1の場合であることを理論的、実験的に明らかにした。さ
らに、長方形や三角形、楕円形のスピーカーを試作し測定した
結果、音響特性は形状によって大きくは変化せず、ほぼ面積に
比例することがわかった。このことから、スピーカーの形状は
自由に設計できることが明らかになった。この研究は、フォス
ター電機（株）と共同で実施した。

■狭指向性マイクロホン
雑音の多い環境で目的とする音をクリアーに収音するために、
後方の感度を大きく抑圧する狭指向性マイクロホンの研究を行っ
ている。2009年度までに試作したマイクロホン長30cmの標準
型、15cmの短縮型、55cmの長尺型を2010年度はスポーツ番
組を中心に多くの番組で使用し、性能や運用性の検証を行った。
また、指向性をさらに向上させるための検討に着手した。

■シリコンマイク
高い機動性と信頼性とを兼ね備えた次世代の放送用マイクロ
ホンの実現に向けて、電荷蓄積型シリコンマイクの開発を進め
ている。内部に電荷を蓄積することができるので、これまでの
マイクロホンで必要であった48Vのバイアス電圧が不要である。
2009年度までに、マイクロホンの外部からX線を照射する方法
で、内部に形成した誘電体に電荷を蓄積する独自の技術を開発
した。2010年度は、電荷蓄積型シリコンマイクの試作および電
荷蓄積技術の効率化を進めた。
試作した電荷蓄積型シリコンマイクは、振動膜に単結晶シリ
コンを用い、対向する背面電極に無機誘電体を形成したもので
ある（図3）。放電を用いて誘電体に電荷を蓄積・保持させた結果、
バイアス電圧不要で動作し、実用的な感度（－45dB）と可聴帯域
でほぼ平たんな周波数特性を持つことが確認できた。一方、X
線による電荷蓄積は効率が十分ではなく、マイクロホンの動作
に必要な電荷量を蓄積するためには長い時間を要するという問
題が明らかになった。そこで、電荷の蓄積効率を高めるために、
照射するX線の波長を短くするとともに、電荷蓄積時にマイクロ
ホン内部にX線吸収率のより高いガスを注入する方法を開発し
た（1）。その結果、蓄積効率を飛躍的に高めることができ、X線を

用いる電荷蓄積技術の有効性を確認できた。
この研究は、リオン（株）、（財）小林理学研究所と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）K. Hagiwara, M .Goto, Y. Iguchi, T. Tajima, Y. Yasuno, H. Kodama,

K. Kidokoro and Y. Suzuki：“Effect of High-absorbance Gas
Introduction on Soft -X- ray Charging Properties for Electret
Generator，”Proc. PowerMEMS 2010, pp.359-362（2010）

4.5 素材伝送技術

■マイクロ波帯高信頼無線伝送技術
ロードレースなどの移動中継において、伝送容量や、伝送エ
リアの拡大を目指し、コース上に散在して配置される基地局の
受信信号を最大16ブランチまで入力できるFPU（Field Pickup
Unit）伝送用の受信装置を新たに開発した（図1）。各基地局の受
信信号が線路長の異なる光ファイバーで伝送される場合であっ
ても、遅延時間差（最大160km分に相当）を補正した後、最適な
4ブランチを選択・合成して復調することが可能であり、マクロ
ダイバーシティ効果により、高い回線信頼性を広い伝送エリア
にわたって実現することができる。またMIMO（Multiple-Input

Multiple-Output）伝送モードでは、伝送容量と回線信頼性の向上
を図るため、受信電力だけでなく、チャンネル間相関も考慮し
た高度なブランチ選択アルゴリズムを実装した。本受信装置は、
びわ湖毎日マラソンの放送中継で使用した。
また、昨年度まで計算機シミュレーションなどで検討してき
たLDPC（LowDensity Parity Check）-MMSE（Minimum Mean
Square Error）-SIC（Soft InterferenceCancellation）伝送方式の
ハードウェア試作を行い、ターボ等化部の反復復号が実時間（10
ms以下）で処理できることを確認した（1）。また、フェージングシ
ミュレーターを用いた伝送特性評価実験において、有相関フラッ
トフェージング環境では反復復号の効果により所要C/Nを3.7

図2 振幅周波数特性

図3 電荷蓄積型シリコンマイクの構造
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dB以上改善できることを確認し、MIMO伝送の回線信頼性を大
きく向上できることを示した。
一方、マイクロ波帯移動中継システム開発の基礎データとし
て、京都駅伝中継コースで取得した受信データを用いて伝搬路
の解析を行った。その結果、移動バイクを送信局とした場合、
伝搬路を特徴的な3種類に分類できることを確認した。
また、受信状況をフィードバックすることで伝送速度を向上
させる双方向FPUの基礎検討を開始した。今年度は、周波数帯
域を増やすことなく双方向伝送が実現できるTDD（TimeDivision
Duplex）方式検討用の基礎実験装置を開発した。

■シングルキャリア方式周波数領域等化技術
ミリ波帯FPUに適用するため、周波数領域で高速にチャネル
推定と等化を行うシングルキャリア方式の基礎検討を進めてい
る。2010年度は、ブロック同期やAFC（Automatic Frequency
Control）などのアルゴリズムについて検討し、2009年度までに
検討したチャネル推定、雑音電力測定、周波数領域の最大比合
成などのアルゴリズムと合せて、ハードウェアと同等の動作を
実現する計算機シミュレーションモデルを作成し検証を行った。
結果としてマルチパス移動環境でも良好に動作する見通しがつ
いたため、変復調器のハードウェア試作を進めた。

■ 800MHz帯ロードレース中継用送信アンテナ
800MHz帯FPUを用いたロードレース中継の映像伝送の安定
化、受信基地局数の削減を目的に移動中継車に搭載する送信用
アンテナの検討を行った（2）。コースと受信基地局の位置を考慮
し、送信アンテナをアレー化することによりビームを絞る構成
とした。本アンテナを移動中継車に搭載し、全国高校駅伝やび
わ湖毎日マラソンなどで使用し、受信電界の改善による映像伝
送の安定化と受信基地局の削減に貢献した。

■ SNG用メッシュ反射鏡アンテナ
緊急初動での放送素材伝送を主眼とした14GHz帯SNG

（Satellite News Gathering）メッシュ反射鏡アンテナの開発を進
めた。反射鏡面の焦点距離と開口径の比を0.6とし、反射鏡の分
割数を24から32に増やすなどの改修により放射パターンの低サ
イドローブ化を図った。今後、フィールドでの映像伝送試験を
行う予定である。

■ミリ波帯高信頼無線伝送技術
非圧縮スーパーハイビジョン信号の無線伝送の実現を目指し
て、120GHz帯の電波を使用するFPUの開発を進めている（3）。
2010年度は、大容量伝送が可能な120GHz帯の電波を放送事業
用として将来利用できるように、要求条件や伝送ビットレート
などを、周波数共用条件も考慮に入れて検討するとともに、交
差偏波を用いた伝搬実験などを実施した。また、総務省の技術
試験事務「次世代放送システムのための周波数共用技術等に関す
る調査検討会」に参加し、120GHz帯における電波天文や地球探
査衛星などの受動業務との干渉や、無線局の測定における測定
機材の制約などの諸課題に取り組んだ。さらに、これまでの研
究成果の提供や技術基準の提案を積極的に行うなど、調査検討
会において中心的な役割を果たした。
一方、非圧縮ハイビジョン信号の無線伝送を実現するための
ミリ波帯FPUの実用化を目指して、高速デジタル信号処理によ
る変復調技術の研究を進めている。2010年度は試作した変調装
置で発生させた、中心周波数750MHz、帯域幅約750MHzの変
調信号に対するQPSK（Quadrature Phase Shift Keying）復調回
路のFPGA（Field Programmable Gate Array）プログラムを開発
した。この中で、変調信号を直接AD変換して、デジタル段でベース
バンド信号に変換する直交検波回路を開発した。開発した変復
調装置に1.5Gbpsの非圧縮ハイビジョン信号を入力し、1.5Gbps
のまま変復調を行い、ハイビジョン信号が出力されることを映
像信号で確認した。さらに、試作装置を用いてLDPC符号による
高速誤り訂正について検討した。FPGA回路内において、誤り訂
正符号のパリティを含んだ状態で3Gbpsの動作速度が得られた。

〔参考文献〕
（1）光山，神原，中川，池田，大槻：“時間インタリーブを適用した

LDPC-MMSE-SIC伝送装置の試作と評価，”信学技報，Vol.110,
No.251, RCS2010-130, pp.151-156（2010）

（2）小郷，田中，村上，鈴木：“800MHz帯ロードレース中継用送信アン
テナの車載時の放射パターンの検討，”映情学技報，Vol.35, No.5,
BCT2011-27, pp.5-8（2011）

（3）岡部，池田，杉之下，正源：“畳み込み符号を用いた10Gbps級誤り
訂正符号化装置の伝送特性，”映情学年次大，9-3（2010）

4.6 ミリ波モバイルカメラ
ハイビジョンカメラで撮影した映像を、ミリ波帯の電波を使
用して低遅延・高画質のまま無線伝送可能なミリ波モバイルカ
メラの研究を進めている。2010年度は、リターン映像やカメラ
制御などの送り返し系の無線伝送機能を充実させることにより、
従来のケーブル付きハイビジョンカメラと同等の運用性を実現

することができた。
送り返し系伝送システムの主な要求条件として、①本線系伝
送と同等以上の途切れにくさ、②カメラ側に備える送り返し系
復調部の小型化、③カメラの細かな制御に必要な双方向通信、
が求められる。そこで、送信ダイバーシティ技術による所要

図1 試作した16入力基地局MIMO受信装置
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C/Nの低減と、復調に必要な演算量が小さく復調基板の小型化
が可能な送信4系統のSTBC（Space Time Block Coding）伝送方
式を実現する送り返し系伝送装置を開発した（1）。また、本線系と
送り返し系の情報を連動させる制御信号多重分離装置を開発し、
カメラ制御信号やインカム信号などの双方向伝送を実現した。
本線系、送り返し系ともに42GHz帯を使用する高周波部の設
計を行い、42GHz帯双方向高周波部を試作した（2）。双方向高周
波部の送受信でローカル発振器を共用して小型化を実現した。
また、基地局高周波部と副調整室間の信号伝送を、既存の光ト
ランク回線を利用して容易に行うための光インターフェースを
試作した。これまでは、送信チャンネル毎に専用の受信機が必
要であったが、1つの基地局高周波部で複数のチャンネルを受信
する構成とすることで、受信系統の簡素化を図った。
伝搬路応答の相関性が高い屋外見通し環境でMIMO伝送を実現
する直交偏波MIMO伝送に必要な42GHz帯の水平偏波オムニア
ンテナを試作し、このアンテナにより送信相関の抑制や伝送特
性の改善を確認した。
ミリ波モバイルカメラは、日本ゴルフツアー選手権、青森ね
ぶた祭り、日本オープンゴルフ選手権、日本女子オープンゴル
フ選手権、土曜スタジオパーク、第61回NHK紅白歌合戦（図1）
で使用した。特に、第61回NHK紅白歌合戦では、42GHz帯送
り返し系伝送システムと水平偏波オムニアンテナを備えたミリ
波モバイルカメラ2台が、約50の撮影カットに使用され、技研で

開発した技術の有効性が番組で実証された。

〔参考文献〕
（1）鈴木，中川，池田：“ミリ波モバイルカメラ用42GHz帯送り返し伝送

システムの開発，”映情学技報，Vol.35,No.10,BCT2011-38, pp.35
-38（2011）

（2）中川，鈴木、池田：“ミリ波モバイルカメラ用42GHz帯双方向高周波
部とIF光伝送装置の開発，”映情学技報，Vol.35, No.10, BCT2011
-39, pp.39-42（2011）

4.7 電波テレビカメラ
被写体に電波を照射し、反射してきた電波を受信することに
より画像を得る電波テレビカメラの研究を継続した。電波テレ
ビカメラは、濃い霧や煙の中など、可視光では被写体が見えな
い状況でも、電波が透過すれば画像を得ることができるという
特長をもつ。
2010年度は、2009年度に試作した第2世代装置の評価を行っ
た。第2世代装置は、受信アンテナに電子走査リフレクトアレー
アンテナを用いることにより、主にフレーム周波数の改善を図っ
たものである。撮影実験の結果、フレーム周波数は2.3Hzであ
り（1）（2）、第1世代装置に比べて23倍の高速化を達成し、人間の
ゆっくりとした動作などの撮影が可能なことを確認した。
しかし、得られた撮影画像では、被写体の背景にノイズが存
在するため、被写体の輪郭が不鮮明となることがわかった。こ
の主な原因は、送信信号を小型のホーンアンテナを用いて画角
全体に放射していたため、大型のリフレクトアレーアンテナの
細い受信ビームに付随するサイドローブによって、不要な方向
からの反射波が受信されていたためであった。
この問題を解決するために、リフレクトアレーアンテナを送
信と受信で共用することにした。大型のリフレクトアレーアン
テナを送信でも利用することにより、送信信号の不要な方向へ
の放射は大幅に少なくなる。このため、サイドローブによる不
要な反射波の受信レベルが低減できる。その一方で、アンテナ
を共用する場合には、送信機と受信機の間のアイソレーション
が劣化するため、送信信号の受信機への漏れ込みの問題に対処
する必要がある。そこで、送信信号の波形に工夫を加えるとと
もに、シングルダイオードミキサーを用いた簡易な受信回路構
成によって、漏れ込み信号を積極的に活用することとし、アン
テナの共用を実現した（3）。この結果、例えば、距離2mのプラス

チック製マネキンを被写体とした場合には、約10dBの背景ノイ
ズの低減ができた。これにより、被写体の輪郭がより鮮明にな
り（図1）、撮影画質の改善を実現した。

〔参考文献〕
（1）鴨田：“電波テレビカメラ～ミリ波アクティブイメージングシステム

～，”NHK技研R＆D, No.122, pp.11-17（2010）
（2）津持，鴨田，九鬼，杉之下：“電波テレビカメラのフレーム周波数改

善，”信学ソ大，CS-3-3（2010）
（3）津持，鴨田，杉之下：“送受共用アンテナによるミリ波イメージング

システムの検討，”信学技報，Vol.110, No.447, MW2010-160,
pp.45-50（2011）

図1 送受信共用リフレクトアレーアンテナによる画質の改善

（右）改善後の画像（左）改善前の画像

図1 ミリ波モバイルカメラの運用例
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5.1.1

5.1 次世代撮像システム

超高感度撮像デバイス

夜間緊急報道などに不可欠な小型超高感度ハイビジョンカメ
ラの実現を目指して、冷陰極HARP（High-gain Avalanche
Rushing amorphous Photoconductor）撮像板の開発を進めてい
る。本撮像板は、電圧を印加するだけで電子を放射する微小な
冷陰極を平面上に多数並べたアレーと、アバランシェ増倍を利
用した超高感度なHARP光電変換膜とを向かい合わせた構造の新
たな撮像デバイスである（図1）。2010年度は、撮像板の小型化
に向けた要素技術の開発と、HARP膜の増倍率の向上に取り組ん
だ。
撮像板の小型化では、永久磁石などを必要とせず、アレー上
の電極に電圧を印加することで電子ビームを集束できる電界集
束系の性能改善を進めた。2009年度に試作した電界集束系では、
集束時の電子ビームの量が十分ではなく、また、電子ビームが

ゲート電極と集束電極の間の絶縁膜に照射され、信頼性が低下
するという問題があった。そこで、これらの問題を解決するた
め、ゲート電極と集束電極との間に新たに引き出し電極を設け
た電界集束系を設計した。シミュレーションの結果、本集束系
では、集束時の電子ビーム量が従来の約2倍に増すことや、絶縁
膜には電子ビームが照射されないことがわかり、電界集束系の
性能改善に見通しを得た。
一方、HARP膜では、膜に印加する電圧を高めることで、電荷
の増倍率が増すが、同時に暗電流も増えて、実効的な増倍率が
制限されるため、暗電流の低減による増倍率の向上に取り組ん
だ。HARP膜の暗電流は主に外部からの正孔の注入によって生じ
るため、従来は、膜の光入射側に酸化セリウム（CeO2）層を設け
ることでエネルギー障壁を形成し、この正孔の注入を抑制して
いたが、その効果は必ずしも十分とは言えなかった。そこで、
CeO2層の構造分析などを行い、正孔注入阻止の効果をさらに高
めるために必要な条件を導き出すとともに（1）、それを基に新たな

スーパーハイビジョン（SHV）などの新たな放送サー
ビスを支える次世代の撮像・記録・表示システムの実
現に向けて、その中核となるデバイス開発などの基盤
研究を進めた。
次世代撮像システムの研究では、超高感度撮像デバ
イス、高フレームレート撮像デバイス、有機撮像デバ
イスの開発に取り組んだ。超高感度撮像デバイスに関
しては、夜間緊急報道などに不可欠な小型超高感度カ
メラの実現に向けて、冷陰極HARP撮像板の開発を継
続し、撮像板の小型化や高感度化に見通しを得た。高
フレームレート撮像デバイスについては、SHVでの動
画像の画質改善に向けて、フレーム周波数120Hzの
SHV用撮像デバイスの開発に取り組み、動作検証用デ
バイスの設計、試作を完了した。また、超高速度カメ
ラの高感度化に向けて、裏面照射型超高速度CCDの設
計、試作を進めるとともに、高フレームレートと高精
細との両立を図るため、デバイスの深さ方向に信号を
読み出す3次元構造撮像デバイスの研究に着手した。
次世代の小型・高画質撮像デバイスの実現を目指した
有機撮像デバイスの開発では、フルカラー化ならびに
多画素化を実現した。
次世代記録システムの研究では、磁気記録技術およ
び光記録技術の開発を進めた。磁気記録技術に関して
は、ハードディスクを使用した小型のSHV用記録装置
を目指して、ハードディスク2台を用いて転送レート
を高める手法を考案し、その効果を検証した。また、

磁性細線中での微小磁区の移動を利用した次世代の磁
気記録デバイスの開発を進め、その原理実証に成功し
た。光記録技術については、家庭用SHV記録装置の実
現に向けて、薄型光ディスクおよびホログラム記録技
術の開発を継続した。前者に関しては、薄型光ディス
ク用ドライブシステムを試作するとともに、その大容
量化に向けて、近接場光記録技術の開発を進めた。後
者については、ホログラム記録再生実験装置を試作し、
記録特性を評価するとともに、光波面を安定化させる
波面補償制御の高速化や、角度多重記録技術による高
密度化を進めた。
次世代表示システムの研究では、フレキシブルディ
スプレイ、省電力SHV用プラズマディスプレイ
（PDP）、光スピンデバイスの開発および次世代表示デ
バイスの調査を進めた。フレキシブルディスプレイに
関しては、表示パネルの作製技術、およびそのための
薄膜トランジスター（TFT）、表示素子の開発を継続し
た。有機ELの発光効率の向上やTFT材料の高移動度化
を進め、対角5インチのカラーパネルを試作した。省
電力SHV用PDPについては、従来に比べて駆動電圧を
大幅に低減できる電極の開発を進め、その性能を確認
した。光スピンデバイスでは、将来の表示システムの
有力な候補である広視域空間像再現型表示システムの
実現に向けて、超高精細で高速な空間光変調器の開発
を進めた。

5 放送用デバイス・材料
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2009年度2010年度

5.1.2

材料を探索した。その結果、従来のCeO2に変えて、酸化亜鉛や
酸化ガリウムを用いることで、暗電流をさらに低減でき、実効
的な最大増倍率を従来の2倍以上に改善できる見通しを得た。
電界集束型冷陰極アレーの開発については、双葉電子工業（株）
と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）K. Kikuchi, Y. Ohkawa, K. Miyakawa, T. Matsubara, K. Tanioka,

M.Kubota and N.Egami：“Hole-blocking mechanism in High-gain
Avalanche Rushing amorphous Photoconductor（HARP）film，”
Proc. of ICOOPMA 2010, Vol.64, No.5, pp.718-720（2010）

高フレームレート撮像デバイス

撮像デバイスの高フレームレート化に向けて、フレーム周波
数120Hzのスーパーハイビジョン（SHV）用撮像デバイス、裏面
照射型超高速度撮像デバイス、デバイスの深さ方向に信号を読
み出す3次元構造撮像デバイスの開発、研究に取り組んだ。

■高フレームレートSHV撮像デバイス
SHVの動画像の画質改善に向けて、フレーム周波数120Hz
のSHV用撮像デバイスの開発を進めている。2010年度は、
2009年度の基礎検討結果を踏まえて、動作検証用デバイスの設
計、試作に取り組んだ。フレーム周波数120Hzの実現に際して
は、各列から出力されたアナログ信号を処理時間1.9μs以下で
デジタル信号に変換することや、そのデジタル信号を48Gbps
以上の速度で外部に読み出すことが求められる。そこで、前者
については、高速、高
精度での変換が可能で
回路規模を抑えること
のできるサイクリック
型列並列ADC（Analog
- to - Digital Con-
verter）回路を用い、こ
れを2段構成とするこ
とで、消費電力の増大
を抑えつつ、さらなる
高速化を可能とした。
また、後者に関して
は、各列から読み出さ

れる信号を32並列化することで、51Gbps以上の高速化を可能と
した。これらを基に、約3000万画素の動作検証用デバイスを設
計し、その試作を完了した（図1）。この研究は、静岡大学と共同
で実施した。

■超高速度撮像デバイス
1秒間に最大100万枚の画像を取得することで、一瞬の現象を
超スローモーション映像として再現できる超高速度CCD
（Charge Coupled Device）の開発を進めている。2010年度は、
2009年度の高感度化に関する検討を基に、感度を従来の6倍程
度に高めることができる裏面照射型超高速度CCD（1）のレイアウ
ト設計と試作に取り組んだ。これまで、超高速度CCDの試作で
は、作製歩留まりを考慮して、2枚のCCDを貼り合わせること
で、多画素化を実現してきた。しかし、裏面照射型超高速度
CCDでは構造上、この手法を用いることができないため、新た
に複数回の露光をつなぎ合わせて大面積の素子を製作する手法
を用いることで、単体の30万画素裏面照射型超高速度CCDを実
現した。この研究は、近畿大学、（株）DALSAと共同で実施した。

■ 3次元構造撮像デバイス
デバイスの深さ方向に信号を読み出すことで、高フレームレー
ト化と高精細化との両立を目指した3次元構造撮像デバイスの開
発に着手した。2010年度は、2011年度からの本格的な研究開始
に向けて、デバイスの製作技術の検討や課題抽出などを進めた。

〔参考文献〕
（1）新井，林田，北村，米内，丸山，江藤，Harry van Kuijk：“裏面照射

型超高速度CCDの構造の検討，”映情学年次大，11-3（2009）

図1 高フレームレート動作検証用
SHV撮像デバイス

図1 撮像板および電界集束系の模式図
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5.1.3

5.2.1

有機撮像デバイス

小型で高感度・高精細な撮像デバイスの実現を目指して、有
機撮像デバイスの開発を進めている。本デバイスは青色光（B
光）、緑色光（G光）、赤色光（R光）のそれぞれに感度を持つ有機光
電変換膜と、光電変換膜で生成された電荷を読み出す透明な薄
膜トランジスター回路（光透過型TFT回路）とを交互に積層したカ
ラー撮像デバイスである（図1）。これまでに、G光とR光に感度
を持つ有機光電変膜を重ね合わせた原理検証用撮像デバイス（水
平47画素×垂直30画素）を試作し、積層構造でカラー撮像が可
能なことを実証した。また、B光に感度を持つ有機光電変換膜の
高効率化や、光透過型TFT回路の高集積化を進めた。2010年度
は、これらを受けて、約12000画素のフルカラー有機撮像デバ
イスを試作した（1）。
光透過型TFT回路を形成した3枚のガラス基板上に、B光、G

光、R光に感度を持つ
有機光電変換膜を個別
に成膜した素子を作製
し、これらの素子を光
の入射側からB光用、
G光用、R光用の順に
積層した。B光、G光、
R光用有機光電変換膜
には、フラーレン添加
クマリン30膜、キナク
リドン誘導体／ペリレ
ン誘導体接合膜、亜鉛
フタロシアニン／チタニルフタロシアニン接合膜をそれぞれ用
いた。また、光透過型TFT回路には、可視光を透過する酸化亜鉛
（ZnO）を半導体層に用いたZnO-TFT回路（水平128画素×垂直
96画素、画素ピッチ100μm）を用いた。
撮影実験の結果、試作デバイスでは被写体の色に対応したフ
ルカラーの動画像が得られ（図2）、光の3原色それぞれに感度を
持つ有機光電変換膜を積層することで、フルカラー撮像が可能
なことを初めて実証することができた。また、画素数に対応し
た解像度が得られることや、残像が認められないことなどを確
認した。
この研究の有機光電変換膜形成の一部は埼玉大学と、ZnO-
TFT回路の形成は高知工科大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）瀬尾，相原，渡部，大竹，久保田，江上，平松，松田，古田，平尾：
“128×96画素RGB積層有機撮像デバイスの試作，”映情学年次大，
5-7（2010）

5.2 次世代記録システム

磁気記録技術

小型の非圧縮スーパーハイビジョン（SHV）記録装置の実現に
向けて、ハードディスクの高速化に取り組んだ。また、磁気記
録デバイスの抜本的な性能改善に向けて、磁性細線を用いた微
小磁区制御デバイスの要素技術開発を進めた。

■非圧縮スーパーハイビジョン記録装置
ハードディスクを使用した非圧縮SHV記録装置の実現におい
ては、ハードディスクの高速化が鍵となる（1）。しかし、一定の回
転数で駆動するハードディスクでは、ディスク内周部での速度
が、外周部に比べて格段に遅く、転送レートが約半分に低下す
るという問題がある。そこで、2台のハードディスクを用いて、
1台は外周から、もう1台は内周から記録、再生することで、最
低転送レートを従来の1.5倍以上に高められる装置を試作した
（図1）。本 装 置 は、回 転 数10000rpmの2.5型SATA（Serial
Advanced Technology Attachment）ハードディスク2台で構成

され、1.8Gbps以上の転送レートを得ることができる。これによ
り、SHV信号の基本単位であるHD-SDI（HighDefinition-Serial

図1 有機撮像デバイスの概念図

図2 試作した積層デバイスによる
撮像例

図1 転送レート平滑化ハードディスク
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ガルバノミラー

ガルバノミラー

5.2.2

Digital Interface）信号を2台の2.5型ハードディスクで記録、再
生することが可能となり、小型の非圧縮SHV記録装置の開発に
道を開くことができた。

■微小磁区制御デバイス
可動部のない高速高密度磁気記録デバイスの実現を目指して、
磁性細線中の微小磁区を利用した記録デバイスの開発を進めた。
2010年度は、長さ10~20μmのコバルト／パラジウム磁性細線
を試作した。その幅を250nm以下に挟めることで、細線内に複
数の微小磁区が安定に存在でき、磁気記録媒体として使用でき
ることを確認した。また、磁性細線の長さ方向に直流電流を流
すことで細線中の複数の微小磁区を同時に移動させられること、

および、磁性細線に構造的・磁気的に異質な局所構造を形成す
ることで微小磁区を所望の位置で停止させられることを実証
し（2）（3）、本デバイスの原理検証をほぼ完了した。

〔参考文献〕
（1）E.Miyashita, M. Kishida and N. Hayashi：“Storage for Ultra-High

Definition Video，”Digest of the 9 th Perpendicular Magnetic
Recording Conference,17aB-2（2010）

（2）奥田，宮本，岸田，林：“ナノインデンテーションによりくびれを導
入した磁性細線の磁区状態観察，”第34回日本磁気学会学術講演概
要集，6aE-9（2010）

（3）奥田，宮本，岸田，林：“［Co/Pd］磁性細線における磁区状態観察，”
映情学冬季大，2-1（2010）

光記録技術

番組アーカイブ用記録装置、さらに将来のスーパーハイビジョ
ン（SHV）用記録装置への適用を目指し、薄型光ディスクとホロ
グラム記録技術の研究を進めた。

■薄型光ディスク
厚さ0.1mmの薄型光ディスクは、高速回転による転送レート
の向上が可能で、番組アーカイブ用記録装置や家庭用SHV記録
装置への適用が期待できる。2010年度は、これまでに開発した
薄型光ディスクの装置化に必要な基本要素技術を用いて、大容
量ドライブシステムの開発に取り組んだ。また、これと併行し
て、薄型光ディスクの大容量化に向けた近接場光記録技術の開
発を進めた。
大容量ドライブシステムについては、市販の光ディスクドラ
イブと同程度の大きさの薄型光ディスク用ドライブや、薄型光
ディスク100枚を収納した大容量カートリッジからドライブに
ディスクを自動搬送できる装置を開発した（1）。前者のドライブ開
発では、薄型光ディスクを安定に回転させるための機構を組み
込んだディスクローディング用トレーの構造を改善することで、
小型化を実現した（図1）。また、後者の搬送機構では、真空吸着
を利用することで、ディスクに損傷を与えることなく、カート
リッジからドライブへの搬送を可能とした。
一方、近接場光記録技術については、対物レンズに固体浸レ
ンズを適用することで、ディスク上に投影される光のスポット
径を現状の1/2程度に
縮小できる光ヘッドを
試作した。また、近接
場光による大容量化と
高速化とを実現するに
は、この光ヘッドを高
速で回転するディスク
に50nm以下の距離で
近接させ、その間隔を
安定に保つ必要がある。
このとき、ディスクの
回転に同期して発生す

る面振れが問題となる。そこで、光ヘッドのサーボ利得のピー
クをディスクの回転周波数の基本波とその高調波に同期させる
独自のヘッド位置制御技術を開発し、これを用いることで、50
nm以下の近接、保持が可能なことを確認した。
この研究は、大容量ドライブシステムの開発については（株）リ
コーと、また、近接場光記録用フォーカス制御技術の開発につ
いては長岡技術科学大学と共同で実施した。

■ホログラム高速記録技術
SHVでは情報量が膨大となるため、超大容量・高転送レート
の記録システムが求められる。この要求に応える記録技術とし
て、2次元データを一括記録・再生し、高密度多重記録を可能と
するホログラム記録技術の研究を進めている。これまでに、角
度多重記録・波面補償などの基本技術を構築し、ホログラム記
録再生実験装置を試作した。2010年度は大容量化・高速化に向
け、多重記録再生光学系の新規設計・試作、低ビット誤り率
（bER）に向けた波面補償技術、およびフォトポリマー記録媒体の
研究開発に取組んだ。
記録再生光学系では、開口数を従来の0.65から0.85に高めた
対物レンズを試作し、記録密度を4倍に向上させた。さらに、ガ
ルバノミラーと低収差リレーレンズを組合せた新しい光走査型

図1 試作した小型薄型光ディスク
ドライブ 図2 ホログラム記録・再生実験装置（上面図）
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5.3.1

角度多重光学系を開発した。この光学系では従来の媒体傾斜角
度機構が不要なため、参照光入射角度の切り替え時間が10ms
から300μsへ大幅に短縮された（2）。一方、フォトポリマー記録

ひずみ

媒体では、体積収縮に伴い干渉縞歪による再生像劣化が起きる
が、この対処法として波面補償技術に取り組んでいる。今回、
角度多重Nページの補償としてN/2番目近傍の1ページの補償波

ひずみ

面でNページすべての干渉縞歪の補償を可能とする新方式を開発
し、最大2桁のbERの改善を確認した。本方式では1ページごと
の補償と比較して補償回数を1/Nに低減でき、データ再生の高速
化に有効となる。これら要素技術を統合し、ホログラム記録・
再生実験装置を新規に作製した（図2）。
また、記録感度の変動を抑制したフォトポリマー記録材料を
新開発し、切手サイズの媒体をディスクへ装荷した疑似ディス
ク媒体を用いて特性評価した。340多重記録（媒体厚：1mm、記

録密度：180Gbit/in2）を行い、10-4台の実用的なbERを得た。
バッチ処理ながら、5-9変調、ページ間インターリーブ、低密度
パリティ検査符号を用いて、15秒のH.264圧縮ハイビジョン信
号の記録・再生に成功した。
この記録媒体の研究は、新日鐵化学（株）と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）D. Koide, T. Kajiyama, Y. Takano, H. Tokumaru, N. Onagi and K.

Tsukahara：“Terabytes Archival Storage using Flexible Optical
Disks，” International Symposium on Optical Memory 2010
Technical Digest, Th-PO-03, pp.246-247（2010）

（2）木下，室井，石井，上條，清水：“角度多重ホログラフィックメモリ
の密度向上技術，”Optics＆Photonics Japan 2010予稿集，9pAS
2, pp.178-179（2010）

5.3 次世代表示システム

フレキシブルディスプレイ

スーパーハイビジョン用超大画面シート型ディスプレイや携
帯に便利なテレビ情報端末用ディスプレイの実現に向け、丸め
て持ち運びができて軽量なフレキシブルディスプレイの開発を
進めている。その実現のために、柔軟なプラスチック基板を用
いた表示パネルの作製技術、電圧駆動するために必要な薄膜ト
ランジスター（TFT）、表示素子の研究に取り組んでいる。

■表示パネル作製技術
大画面化、高精細化、高画質化を目指して、有機TFTとプラス
チック基板を用いたアクティブ駆動表示パネルの試作を進めて
いる。その実現には、塗布・印刷技術などを用いたパネル作製
技術の構築が必要となる。
2010年度は、塗布形成が容易なオレフィン系ポリマーのゲー
ト絶縁膜を新たに開発することにより、精細度80ピクセル／イ
ンチの有機TFTアレー（図1）を、プラスチック基板（ポリエチレ
ンナフタレート）上に150℃以下の低温で作製することを可能に
した。有機半導体にはペンタセンを使用し、高分子隔壁構造を
用いて微細にパターニン
グした結果、電界効果移
動 度0.05cm2/Vs、電 流
ON/OFF比106以上を得
るとともに、良好な面内
均一性を達成した。この
TFTアレー上に有機EL素
子を塗り分けることによ
り、2009年度に比べて画
素数が約4倍のQVGA画
素（320（RGB）×240）の5
インチカラーパネルを試
作した（1）。これにより、
フレーム周波数60Hzで均

一性の高いカラー動画表示（輝度30cd/m2以上）を実現した（図2）。
また、大画面・高精細なパネル作製に向けて、ガラス基板上
に形成した有機TFT画素回路をプラスチック基板へ写し取る転写
法によるプロセス開発も進めた。対角5.8インチ、画素ピッチ
0.6mmの有機TFT基板を新しい転写法を用いて試作し、転写前
後でほぼ同様のTFT特性が得られることを確認した。転写法によ
るプロセス開発は、共同印刷（株）と共同で実施した。

■ TFT技術
フレキシブルな表示パネルを構成するには、個別画素を電圧
駆動するためにTFTが不可欠となる。そこで、プラスチック基板用
に低温作製が可能で、柔軟な構造を持つ有機半導体TFTの研究を
進めている。これまで、高誘電率のゲート絶縁膜を用いた有機TFT
の動作電圧の低減や、単分子膜を用いたゲート絶縁膜の表面処
理や正孔注入層の導入による接触抵抗の低減により、TFTの移動
度や電流量の向上に取り組んできた。
2010年度は、有機TFTのゲート絶縁膜として前述のオレフィ

図2 フレキシブル有機ELディスプレイ

図1 フレキシブル有機TFT
アレー

38 ｜ NHK技研研究年報2010

5 放送用デバイス・材料 ｜ 5.2 次世代記録システム ｜ 5.3 次世代表示システム



ン系ポリマーを導入し、これを用いた有機TFTの高性能化を進め
た。オレフィン系ポリマーは、表面にキャリアトラップとなり
やすい水酸基などを含まないため、従来から課題であったTFT
いき
の閾値電圧シフトやヒステリシスを抑制し、動作の安定性を改
善することができた。また、スピンコートなど簡易な塗布製法
を用いてゲート絶縁膜を形成することで、TFTの信頼性・歩留ま
りを向上させることができた。さらに、このポリマー絶縁膜と
P型およびN型有機半導体を組み合わせた相補型インバーター回
路をプラスチック基板上に試作し、大気中で高いインバーター
利得を得ることができた（2）。
それと同時に、有機TFTの電流駆動能力を向上させる研究も進
めた。従来の横方向のチャンネルではなく、ソース・ドレイン
電極を縦方向に配置した縦型チャンネル構造の有機TFTを新たに
提案して試作した。分子配向性の有機半導体を用いて、垂直方
向に電流を流すことによって、駆動電圧5Vで2A/cm2という高い
電流値を実現できた。
有機TFT以外にも、大画面・高精細駆動に有利な高い電荷移動
度を有する酸化物半導体（InGaZnO4：IGZO）の研究を立ち上げ
た。IGZOを用いたTFTは、低温での形成が期待できるため、超
大画面ディスプレイに使用する駆動素子の候補の1つである。
2010年度は、IGZOの膜厚やスパッタ成膜時における酸素分圧
の最適化を図り、良好なトランジスター特性が得られる形成条
件を見出した。
さらに、耐熱性の低いプラスチック基板上にIGZO-TFTを形成
する場合も、塗布形成できる上記のポリマー絶縁膜を使用した。
その際、トップゲート構造を適用することにより、IGZOのス
パッタ成膜時に生じる絶縁膜へのダメージの抑制が可能となり、
130℃以下の低温作製工程を実現した。プラスチック基板上に形
成したIGZO-TFTの移動度およびオン・オフ比として4.4cm2/
Vsおよび107以上が得られて、良好なスイッチング動作が確認さ
れた。さらに、IGZOのパターニング手法の構築にも着手し、5イ
ンチ基板上にQVGA画素のIGZO-TFTアレーを試作して、面内
でほぼ一様な動作特性を実現した。これに3原色の有機EL素子を
作製することで、フレキシブルパネルを試作した。

■表示素子
フレキシブルな動画ディスプレイに用いる表示素子として、
有機ELとフィルム液晶の研究を進めている。有機EL素子として
は、ディスプレイの発光効率を向上させるため、発光材料・電
荷輸送材料、および印刷技術の研究に取り組んでいる。発光材
料には、長寿命が得られやすい蛍光性材料と、高効率の得られ
やすいリン光材料があり、寿命と効率を両立することが課題で
ある。

2010年度は、蛍光性材料で熱として失われるエネルギーを光
として利用する新しい機構により、従来の外部量子効率の理論
限界を超える効率が得られることを、新たに設計した材料を用
いて素子を試作して実証した。また、リン光材料は、3原色の中
で高効率化が比較的困難であった青色において、電荷輸送材料
の最適設計により、長寿命化と高効率化を進めた（3）。このリン光
材料の研究は、昭和電工（株）と共同で実施した。
また、大型化に有利な塗布型のリン光性ポリマーに関して、
リン光発光部がトラップ材料となりうることを移動度測定によ
り定量的に明らかにした。これにより、新たな材料設計指針を
得ることができた。さらに、リン光性ポリマーを用いたインク
ジェット印刷の塗布条件を最適化することで、2009年度と比較
して4倍の精細度の画素形成技術を確立した。
フィルム液晶素子としては、これまでに印刷工程と紫外線硬
化樹脂を用いた素子作製法を開発するとともに、発光ダイオー
ドと導光板によりフレキシブルバックライトを試作し、多結晶
シリコンTFTや有機TFTで駆動することによりカラー動画表示を
達成している。フィルム液晶の研究では、今後、大面積化が可
能で湾曲耐性に優れた素子構造が求められる。
2010年度には、曲げ耐性に優れる低粘度のネマチック液晶で
素子を試作するため、プラスチック基板を保持するポリマー壁
の形成過程を詳細に観察し、壁形成に液晶の分子配向が及ぼす
影響を明らかにした。また、大面積化が可能な高精度なローラー
ナノインプリント加工法により、プラスチック基板上にスペー
サー壁を形成して、熱硬化樹脂で基板を接着する新構造素子を
試作した。

〔参考文献〕
（1）Y.Nakajima,Y. Fujisaki, T. Takei,H.Sato,M.Nakata,M.Suzuki,H.

Fukagawa,G.Motomura,T.Shimizu,K.Sugitani,Y.Isogai,T.Katoh,T.
Yamamoto,H.Fujikake and S.Tokito：“Characteristics of OTFTs
Using Olefin-polymer Gate Insulator and Their Application to a 5
- in. OTFT - driven Flexible AMOLED Display ，”Materials
Research Society Symposium 2010, F9.9（2010）

（2）Y.Fujisaki,Y.Nakajima,D.Kumaki,T.Yamamoto,S.Tokito,T.Kono,
J.Nishida and Y.Yamashita：“Air-stable N-type Organic Thin-
film Transistor Arrays and High Gain Inverter Circuit on Flexible
Substrate，”Applied Physics Letters,Vol.97, No.13, pp.133303‐1
-133303‐2（2010）

（3）H.Fukagawa,N.Yokoyama,S. Irisa and S.Tokito：“Pyridoindole
Derivative as Electron Transporting Host Material for Efficient
Deep-blue Phosphorescent Organic Light-emitting Diodes，”
AdvancedMaterials, Vol.22, No.42, pp.4775-4778（2010）
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5.3.2
次世代表示材料

■ PDPの省電力化
家庭用スーパーハイビジョン・プラズマディスプレイパネル
の省電力化に向け、駆動電圧を低減できる電極材料の研究を引
き続き進めた。高い化学的安定性を持ち、高温大気下という製
作条件においても駆動電圧の上昇が起きない電極の開発を行っ
た。酸化カルシウムマグネシウム（CaxMg1-xO）について、Ca
の割合xと電極の化学的安定性との関係を定量的に評価し、x=
0.25～0.4のときに、高温大気下450℃の製作プロセスにおける
電極の化学的安定性が
大きく向上することを
明らかにした。xの値が
こ の 範 囲 に あ る
CaxMg1-xO電極を有す
るパネルが、従来の
MgO電極材料を用いた
パネルよりも20％～
30％低い電圧で動作す
ることを確認した（1）（図
1）。従来に比べ、大幅
な低電圧化が可能とな
り、省電力性能の向上
が期待できる。

■光スピンデバイス
広い視域をもつホログラフィ映像を実現するには、表示用デ
バイスとして超高精細・高速な空間光変調器（SLM）の開発が鍵
となる。この要求に応えるデバイスとして、視域30度程度の大
きな光回折角が得られる画素ピッチ1μm以下のスピン注入型
SLMの研究を進めている。このSLMでは、画素を構成する磁性
体の磁化（スピン）方向は注入されるスピン電流の向きにより制御
（スピン注入磁化反転）可能であり、画素に入射する光の偏光方向
の回転が磁化の向きにより変化する現象（磁気カー効果）を利用し
て光を変調できる。これまでに、スピン注入用磁性材料の開発、
および単素子での磁化反転現象の動作確認などの基本技術を構
築してきた（2）。2010年度は、SLM素子作製に向け、スピン注入
磁化反転による光変調動作の確認、アレー化プロセスの開発、
および駆動電流の低減・磁気光学カ－回転角の増大を図る磁性
材料の探索に取組んだ。
1μm以下の素子は、変調を受ける光の波長と同程度のサイズ
になるため、高倍率磁気光学顕微鏡（×3000倍）を組み込んだ微
小磁気光学像観察装置を試作した。透明電極を通したスピン注
入電流により、磁気光学カ－回転角0.12度のガドリニウム・鉄
合金を自由層とする500nm×500nmの素子において、光変調動
作を光の明暗像として観測することに初めて成功した（図2）。
アレー化プロセスの開発では、ダマシン法により、シリコン
基板上に銅の平たんな埋め込み型下部電極アレー（620nm幅、1
μmピッチ）を作製した。また、この下部電極上に電子線リソグ

ラフィにより120nm幅の微小画素パターンを±50nmの精度で
形成するアレー化プロセス技術を開発し、画素数10（1×10）の
SLMの試作を進めている。
磁性材料については、自由層となるガドリニウム・鉄合金の
鉄組成を増加することで、磁化反転電流を従来の1/4に低減する
ことができた。また、大きなカ－回転角を持つコバルト・白金
をタンタルと多層構造とした自由層により、0.3度の磁気光学カ
－回転角を得た。
この研究の一部は、（独）情報通信研究機構の委託研究「革新的
な三次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の研
究開発」を受託して実施した。

■CRTビューファインダーの高性能化
ハイビジョン放送用ハンディカメラでは、動画表示性能の優
れたCRTビューファインダー（CRT-VF）が用いられているが、
現状のものは解像度が不十分なため、従来の粉末蛍光体に代え
て蛍光薄膜の適用に取り組んでいる。蛍光薄膜は粉末に比べて
粒子径が小さいため高解像度表示に有利となるものの、輝度は
粉末に比べて低下する。このため、2010年度は、高温成長によ
る結晶性改善により輝度向上を図った。また、現在CRT-VF
で使用されているガラス材は、高真空を維持するのには適して

ゆが
いるものの、高温では変形し表示画像が歪む。そこで、蛍光薄
膜は別の耐熱ガラス上で高温成長後、真空中でガラス材との貼
り合わせる方法を開発した。その結果、緑色蛍光薄膜の輝度を
約2倍（170cd/m2@15μA）にまで改善することができた（3）。

〔参考文献〕
（1）Y.Motoyama, D. Kato andM. Seki：“AnACPDPwith anAir-Stable

CaMgO Protective Layer，”IDW’10 Technical Digest, PDP5-2L,
pp.959-960（2010）

（2）町田：“超高精細空間光変調素子，”NHK技研R＆D, No.122, pp.39
-46（2010）

（3）田中，堺，岡本，清水：“蛍光薄膜を用いた高解像度ハイビジョン小
型CRTビューファインダー，”映情学年次大，6-11（2010）

図1 CaxMg1-xO電極を用いた
低電圧パネルによる画像表示例

図2 試作したスピン注入型光変調素子の光変調動作
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6.1.1

6.1 外部との連携

標準化機関への参加

放送関係を中心とした国内外の標準化活動に積極的に参加し、
技研の研究成果を寄与することで技術基準の策定に貢献した。
無線通信による放送業務に関して標準化を所掌するITU-RSG6
のWP6AおよびWP6Bにおいて、携帯向け地上マルチメディア
放送の伝送フレームワークやIPパケットのMPEG-2TSパケット
へのカプセル化に関する寄与を行ったほか、WP6Cにおいては
UHDTVの広色域表色系などに関する寄与を行った。統合広帯域
CATVでのテレビ・音声伝送の標準化を所掌するITU-T SG9
では、家庭内の異なるネットワークに接続された機器連携につ
いて寄与を行った。
MPEGでは、ITU-Tと合同で次世代映像符号化の規格化作業
HEVC（High Efficiency Video Coding）が開始された。標準化作
業の共通ソフトウェアとなるテストモデルの策定、符号化ツー
ルの評価、テスト用のスーパーハイビジョン（SHV）映像の提供
などを行ったほか、直交変換の適応的選択技術を提案した。ま
た、新しいトランスポート方式を検討するMMT（MPEGMedia
Transport）では、放送と通信のハイブリッド配信を実現する多重
化方式の提案を行った。このほか、音響関連で22.2マルチチャ
ネル音響の家庭再生に関する寄与を行ったほか、MPEG-7では、
メタデータ自動生成のためのメディア解析結果の記述フォーマッ

トに関する寄与を行った。
SMPTEでは、これまでに標準化作業を進めてきたUHDTV
インターフェース規格が8月にST2036-3-2010として公開さ
れた。また、メディア交換ファイル（MXF）においてマルチチャ
ンネル音響を扱うメタデータ定義の審議などに対応した。なお、
これまでのHDTVおよびUHDTVシステム開発に関する功績によ
り、三谷公二主任研究員（現技術局）がSMPTEFellowに選出され
るとともに、SMPTE David Sarnoff Medal Awardを受賞した。
2010年度は、アジア・太平洋放送連合（ABU）の年次総会が8
年ぶりに東京で開催された。総会に先立ち開催された技術委員
会では、NHKから10件の寄書の提出と講演を行ったほか、13
件の制作・伝送・周波数などのトピック議長報告やプロジェク
トマネージャーによる寄書を行った。さらに、総会に参加した
委員を対象とした技研見学ツアーを実施し、Hybridcastやスー
パーハイビジョンを始めとする技研の技術を参加各国にアピー
ルした。また、ABU地域での緊急警報放送の導入に向けた取り
組みとして、6カ国でのバックパックロードショーへ参加するな
どの活動を進めたほか、3月にクアラルンプールで開催されたデ
ジタル放送シンポジウムで講演と展示を行った。
このほか、欧州放送連合（EBU）、国際電気標準会議（IEC）、
オーディオ技術協会（AES）などの国際標準化機関、電子情報産
業協会（JEITA）、情報通信技術委員会（TTC）などの国内標準化機
関にも参加して、標準化を推進した。

2010年度は、技研開所80周年の節目に当たる年度で
あった。5月の技研公開では、44の展示項目、海外の
講演者による講演会など例年より大規模に実施し、
22,087人の来場者を迎えた。また、10月にも、世田谷
区との共催で、開所80周年記念イベントを実施した。
これ以外にも、研究成果の展示を国内外で計40件行っ
た。中でも、IBC2010（オランダ・アムステルダム）で
は、国外初展示となるフル解像度SHVカメラ、SHV
プロジェクターなどによるSHV展示、人にやさしい放
送技術の展示を行い、好評を得た。また、93件の見学
を受け入れ、計1399名の見学者を迎えた。この中には
40件、411名の海外からの来訪者が含まれている。
技研の研究成果を積極的に公開し、国内外の会議、
学会誌などに、計652件発表した。また、研究成果の
権利化も進めた。2010年度は、NHK全体で323件の特
許出願を行い、278件の権利を取得した。NHKの特許
保有件数は、2010年度末で1571件である。

技研は、ITU、ABU、情報通信審議会、電波産業会
などの標準化機関にも積極的に参加している。ABU
の2010年の総会は、NHKがホストとなり東京で開催
された。寄書に加え、技研見学ツアーを実施した。ま
た、日本のデジタル放送方式ISDB-Tの国際展開に人
を派遣するなど積極的に協力した。2011年3月末現在、
日本以外に南米を中心に11カ国が採用している。
これ以外にも、共同研究46件、受託研究8件、滞在
研究員25名（実習生23名を含む）、研究員海外派遣2
名など、外部連携も積極的に進めた。
研究成果は、NHKの番組制作などにも活用されてお
り、ミリ波モバイルカメラ、P2Pライブ配信技術、映
像コンテンツ検索技術などが利用・導入された。2010
年度の番組協力の総件数は、82件である。
なお、技研の研究成果が評価された結果として、
2010年度は、放送文化基金賞、電波功績賞など25件を
受賞した。

6 研究関連業務
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6.1.2

■主な標準化機関での活動における役職者

地上デジタル放送方式ISDB-Tの
国際展開
2006年6月にブラジルが日本のISDB-Tを基礎とする地上デジ
タル放送方式を採用し、2007年12月に放送を開始した。ブラジ
ルの採用を契機に、2006年以降、官民が協力してISDB-Tの国
際普及活動を積極的に推進してきた。この成果として、2009
年度には、南米5カ国がISDB-Tを正式採用した。
2010年度には、5月にコスタリカ、6月にパラグアイ、7月に
ボリビア、12月にウルグアイの中南米4カ国がISDB-Tの正式採
用を発表し、フィリピンでは、6月に国家通信委員会が採用を表
明した。2010年度末時点で、ISDB-Tを採用した国は、国外で
11カ国、放送が行われている国は、ブラジル、ペルー、アルゼ

専門委員通信・放送の融合・連携環境における標準化政策に関する
検討委員会

専門委員デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会
情報通信政策部会

専門委員産学官連携強化委員会
専門委員ITS無線システム委員会
専門委員小電力無線システム委員会
専門委員IPTV特別委員会
専門委員次世代ネットワーク委員会
専門委員ケーブル網・番組伝送委員会

ITU-T部会
専門委員科学業務委員会
専門委員放送業務委員会
専門委員衛星業務委員会
専門委員電波伝搬委員会
専門委員スペクトラム管理委員会
専門委員作業計画委員会

ITU-R部会
情報通信技術分科会

役職委員会名

■ 情報通信審議会

議長録音・マスタリングシステム技術委員会
議長放送・伝送技術委員会

技術委員会
副議長地域委員会
副会長理事会
役職委員会名

■ AES（オーディオ技術協会）

議長伝送トピック
議長技術委員会
役職委員会名

■ ABU（アジア・太平洋放送連合）

議長WP6B（符号化・マルチメディア）
副議長SG6（放送業務）

ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）
役職委員会名

■ ITU（国際電気通信連合）

リーダー7·8MHz諸国対応タスクフォース
幹事デジタル放送普及活動作業班（DiBEG）

デジタル放送国際普及部会
普及戦略委員会

主任機器間インタフェース検討作業班
主任音響システム検討作業班
委員長超高精細度TVスタジオ設備開発部会
リーダーミリ波素材伝送TG
リーダー放送事業用連絡無線周波数TG
主任地上無線素材伝送作業班
委員長素材伝送開発部会
主任地上デジタル放送伝送路符号化作業班
主任衛星デジタル放送高度化作業班
リーダーACセキュリティAHG
リーダー緊急情報伝送TG

デジタル受信機作業班
主任サーバー型放送方式作業班
主任放送サービス応用メタデータ作業班
リーダー高度データ映像（H.264）TG
主任データ符号化方式作業班
主任映像符号化方式作業班
リーダーダウンロード方式TG
主任多重化作業班
リーダー識別子指定アドホック
リーダーSBTVD-T規格化対応タスクフォース
委員長デジタル放送システム開発部会
主任立体テレビ作業班

放送新技術調査研究会
主任平面ディスプレイ画質評価法作業班
主任モニタリング評価法作業班
委員長品質評価法調査研究会
座長放送国際標準化ワーキンググループ

技術委員会
役職委員会名

■ ARIB（電波産業会）

図1 中南米地域におけるISDB-Tの採用状況
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6.1.5

6.1.3 6.1.4

ンチンの3カ国となる（図1）。
中南米の多くの国でISDB-Tの採用が決定したことにより、国
際普及活動は、主に東南アジアおよび南部アフリカにシフトし
た。NHKもこの国際普及活動に協力した（表1）。10月に開催さ

れたアジア・太平洋放送連合（ABU）東京総会の技研見学ツアー
では、ABU技術委員会参加各国のメンバーに対して、マルチバ
ンドISDB-Tなどのデモンストレーションを行った。

滞在研究員、実習生の受け入れ、
研究者の海外派遣
滞在研究員として、ブラジルTVGloboから2名を受け入れた。
アジア・太平洋放送連合加盟機関からの若手研究者の受け入れ
プログラムに2件の応募があったが、受け入れには至らなかった。

ポストドクターに3件、海外の大学に1件、合計4件の研究委嘱
を実施した（表1）。
大学などからの要請により、実習生を10校（早稲田大学、東邦
大学、東海大学、東京電機大学、東京理科大学、電気通信大学、
専修大学、日本大学、長岡技術科学大学、韓国高麗大学）から23
名受け入れ、指導を行った。
また、米国とイギリスに各1名の研究員を派遣した（表2）。

南部アフリカ開発共同体（SADC）加盟国の放送関係者をブラ
ジルに招待した日伯デジタルテレビワークショップにおい
て、8MHz帯域幅ISDB-Tのデモンストレーションを実施した。

2010年7月

フィリピンで開催された電子工学と情報通信の国際会議
IECEP2010において、ISDB-Tの特徴とサービスを紹介す
る講演を行った。

2010年12月
タイで日本の総務省と現地の電気通信委員会が主催した地
上デジタル放送セミナーに参加し、ISDB-Tの講演と展示を
行った。

2010年7月

フィリピンで開催された現地放送事業者連盟の幹部総会に
おいて、ISDB-Tの特徴とサービスを紹介する講演を行った。2010年11月

ベトナムでASEAN主催の放送のデジタル化とアナログ終了
後の空き周波数帯活用の調和に関するワークショップに出
席し、テレビ放送のデジタル化とアナログテレビ放送終了に
向けた日本の取り組みについて講演を行った。

2010年7月

南アフリカで現地日本大使館と総務省が主催したISDB-T
方式地上デジタル放送セミナーおよびデモにおいて、現地
で送信された試験電波を用いてISDB-Tの展示を行った。

2010年11月
南アフリカにおいて、南アの通信大臣および放送事業者に
対して、6,7,8MHz帯域幅対応マルチバンドISDB-T変調器
および受信機を使った室内展示を行った。

2010年6月

アジア・太平洋放送連合（ABU）が主催した緊急警報放送を
啓もうするロードショーにおいて、マレーシア、タイ、カ
ンボジア、ベトナム、フィリピン、中国の6カ国を訪問し、
ISDB-Tを活用した緊急警報放送と緊急地震速報を紹介する
講演を行った。

2010年8月～9月

南アフリカおよびレソトで開催された地上デジタル放送シ
ンポジウムにおいて、日伯合同でISDB-Tの講演とデモンス
トレーションを行った。2010年4月

内 容時 期内 容時 期

表1 2010年度の主な協力内容

3次元音響デザインツールに関する残響付加技術と、その制御方法についての研究2009/ 3 /1～2012/2/28カナダMcGill大学
マーカーレス・カメラトラッキングの研究2009/11/6～2011/11/5ポストドクター
超高移動度有機半導体薄膜の創製2009/10/1～2010/7/31ポストドクター
スピン注入型光変調素子における光変調度向上技術の研究2009/10/1～2011/9/30ポストドクター

研究テーマ期間派遣先

表1 研究委嘱内容

海外の研究機関等との連携

欧州の公共放送研究機関であるBBC（英国）、RAI（イタリア）、
IRT（ドイツ）の研究所との間で、2007年に締結した相互研究連携
協定に基づき、BBCと1件の共同研究を実施した。また、カナダ
の研究機関TBRRIおよび米国のニューヨーク州立大学との3者共
同研究を1件実施した。日中韓の最新の放送技術・研究の相互情
報交換を目的とした日中韓放送技術・研究会議（略称DGBTR）を
ABS（中国）、KBS（韓国）と合同で11月に中国・北京で開催した。

共同研究、連携大学院

2010年度には、システム開発から材料、基礎分野に至るまで
総数46件の共同研究を実施した。
また、6つの大学（東北大学、電気通信大学、東京理科大学、
東京工業大学、早稲田大学、千葉大学）と連携大学院などの協定
を継続し、非常勤講師の派遣、実習生の受け入れなどを行った。
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6.1.6

6.1.7

委託研究の受託

国や公的機関からの委託研究を実施した。NICT*、NEDO**、
文部科学省、JST***からの受託で、
�多並列・像再生型立体テレビシステムの研究開発
�革新的な三次元映像技術による超臨場感コミュニケーション
技術の研究開発
�課題ア 革新的三次元映像表示のためのデバイス技術
�課題イ 三次元映像通信・放送のための中核的要素技術

�課題エ 感性情報認知・伝達技術
�課題オ 超臨場感コミュニケーションシステム
�次世代高効率ネットワークデバイス技術開発
�デジタル・ミュージアムの展開に向けた実証実験システムの
研究開発（複合現実型デジタル・ミュージアム）
�高齢社会を豊かにする科学・技術・システムの創成
の計8件実施した。

*NICT：独立行政法人 情報通信研究機構
**NEDO：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
***JST：独立行政法人 科学技術振興機構

各種委員会

放送技術研究委員会を2回開催し、外部の学識経験者からなる
委員の方々からご意見をいただいた。研究アドバイザー会議を
のべ10回開催し、研究アドバイザー、客員研究員の方々からご
意見をいただいた。

大阪大学大学院 情報科学研究科 教授村田 正幸
東北大学 電気通信研究所 教授村岡 裕明
京都大学 情報環境機構 機構長美濃 導彦
株式会社TBSテレビ 取締役 技師長豊中 俊榮
総務省 情報流通行政局 放送技術課 課長田中 宏
九州大学 先導物質化学研究所 副所長高原 淳
日本電信電話株式会社 取締役 研究企画部門長篠原 弘道
慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 教授小池 康博
独立行政法人 情報通信研究機構 理事熊谷 博
社団法人 日本民間放送連盟 常務理事工藤 俊一郎
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 応用数理学科 教授大石 進一
独立行政法人 産業技術総合研究所 理事一村 信吾
東京工業大学大学院 理工学研究科 教授◎安藤 真
株式会社KDDI研究所 代表取締役所長秋葉 重幸
東京大学大学院 情報学環 教授○相澤 清晴
所属氏名

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略） 2011年3月
◎：委員長 ○：副委員長

Harvard大学 ポストドクター研究員對馬 淑亮
東京大学大学院 工学系研究科 教授染谷 隆夫
NewYork大学 コンピューターサイエンス学科 研究准教授関根 聡
東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授篠田 裕之
東北大学 電気通信研究所 教授塩入 諭
東京大学 生産技術研究所 教授佐藤 洋一
静岡大学 工学部 機械工学科 教授川田 善正
早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 教授亀山 渉
山梨大学大学院 医学工学総合研究部 教授小澤 賢司
慶応義塾大学 理工学部 情報工学科 教授大槻 知明
所属氏名

■ 客員研究員 （敬称略） 2011年3月

千葉大学大学院 工学研究科 教授吉川 明彦
東北大学 電気通信研究所 名誉教授横尾 邦義
東京工業大学大学院 情報理工学研究科 教授古井 貞煕
新潟大学 名誉教授板東 武彦
東京大学 名誉教授原島 博
東京大学 名誉教授羽鳥 光俊
岩手県立大学 学長中村 慶久
東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授辻井 潤一
大阪学院大学 情報学部 情報学科 教授谷口 高士
愛媛大学大学院 理工学研究科 教授橘 邦英
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授髙畑 文雄
東北大学 電気通信研究所 教授鈴木 陽一
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授甲藤 二郎
芝浦工業大学 名誉教授大賀 寿郎
仙台高等専門学校 校長内田 龍男
中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 教授今井 秀樹
東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授伊福部 達
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授伊東 晋
千葉大学大学院 工学研究科 教授伊藤 公一
東京工業大学大学院 理工学研究科 教授安藤 恒也
所属氏名

■ 研究アドバイザー （敬称略） 2011年3月

多視点映像からの3次元情報生成に関する研究2010/8/30～2011/2/25英国Surrey大学
アメリカにおける放送通信連携サービスおよび関連技術の最新状況調査・研究2010/8/17～2011/2/16米国NBC

研究テーマ期間派遣先

表2 研究者の海外派遣
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6.2.1

6.2 研究成果の公開

技研公開

2010年の技研公開※は、技研開所80周年を記念し、「技研80
年 さらなる未来へ」をテーマに、最新の研究展示44項目と、ポ
スター展示10項目を展示した。また、土日には家族での来場者

を対象に、技研の研究員による最新の放送技術の紹介講座「なっ
とくテレビ塾」や、体験展示、スタンプラリーなどを開催した。
開催期間中、22,087人が来場した。

※ 5月25日（火） オープニングセレモニー、5月26日（水） 招待者内覧会、

5月27日（木）～31日（日） 一般公開

スタンプラリーなっとくテレビ塾研究発表の様子エントランスの様子

ソーシャルテレビサービスのためのコメント解析
技術30視覚障害者向けマルチモーダル提示システム15

高密度ホログラム記録技術44通信による映像配信サービスのための電子透かし29放送博物館コーナー14
薄型光ディスク記録装置43コンテンツ配信用セキュリティ技術28スーパーハイビジョンシアター13
フレキシブル有機ELディスプレイ42放送と通信間の認証連携フレームワーク27デジタル放送受信相談コーナー12

ファイバー基板を用いた超高感度HARP撮像デバイ
ス4122.2マルチチャンネル音響制作システム26次世代地上放送に向けたモバイル用高耐性伝送技

術11

有機撮像デバイス40スーパーハイビジョン音響の家庭再生25次世代地上放送に向けた伝送技術10
3次元物体の触力覚提示技術39スーパーハイビジョンの広色域表色系24VHF-Low帯携帯端末向けマルチメディア放送9

NHK技術の活用と実用化開発の紹介3858インチ画素ピッチ0.33mm超高精細プラズマ
ディスプレイ23地上デジタルハイビジョン放送の移動受信技術8

「坂の上の雲」VFXの世界37高分子膜を用いた軽量スピーカー22デジタル混信対策用干渉除去装置7
電波テレビカメラ36スーパーハイビジョンの放送局内ネットワーク21共同受信施設用GI越えマルチパス等化装置6
高度化FPU移動中継システム35スーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送技術20インテグラル立体テレビ5
番組制作用有機EL照明器具34不快感を与える映像の自動検出技術19スーパーハイビジョン高効率映像符号化装置4
フレキシブル制作システム33高齢者向け番組音量バランスの自動評価技術18スーパーハイビジョン・フル解像度カメラシステム3

クラウド型CG映像コンテンツ制作サービス32音声認識を利用した生字幕制作17意図をくみ取るテレビユーザーインターフェース
の提案2

NHKクリエイティブ・ライブラリーのための映像
検索システム31日本語から手話CGへの翻訳技術16放送通信連携サービス1

■ 展示項目

町田 賢司 表示・機能素子研究部超高精細空間光変調素子
大川 裕司 撮像・記録デバイス研究部超高感度HARP撮像デバイスの高画質化技術
鴨田 浩和 放送ネットワーク研究部電波テレビカメラ
本間 真一 人間・情報科学研究部生字幕制作のための音声認識
山下 誉行 テレビ方式研究部スーパーハイビジョン・フル解像度カメラシステム
竹内 真也 次世代プラットフォーム研究部フレキシブル制作システム
加藤 久和 次世代プラットフォーム研究部 部長Hybridcastの実現に向けて ～技研における放送通信連携への取り組み～
伊藤 崇之 放送技術研究所 次長技研における立体テレビの研究成果
講師タイトル

■ 研究発表

伊福部 達 氏 東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授「見る」「聴く」「話す」を助ける放送技術 ～感覚のナゾ解きから生まれたモノ～
岩浪 剛太 氏 インフォシティ 代表取締役2010年、10年後の未来 ～本格的な“ユーザーの時代”に向けた技術開発への期待～
グレン ライトマイヤー 氏 NBCユニバーサル 上席副社長“Hulu”IPネットワークでの映像サービス
久保田 啓一 放送技術研究所 所長放送技術研究のこれまでと将来 ～新しいライフスタイルを目指して～
講師タイトル

■ 講演

NHK技研研究年報2010 ｜ 45

6 研究関連業務 ｜ 6.2 研究成果の公開



6.2.2

6.2.3

技研開所80周年記念イベント

技研開所80周年を記念し、「開所80周年記念イベント～世田
谷の皆様と80年。これからもご一緒に。～」を世田谷区と共同
で、10月16日（土）、17日（日）に開催した。
イベントでは、エントランスに体験展示やステージを設置し、
世田谷区の皆様にも展示やステージイベントに参加していただ
いた。開催期間中4,402人が来場した。
講堂では、世田谷区立の中学生の皆様によるDream JazzBand
の演奏や、NHKフレンドシップ管弦楽団・合唱団と技研ジャズバ

ンドが千住明氏の指揮の下で共演したコンサートなどを実施した。
エントランスのステージでは、オープニングセレモニー、世
田谷区立山野小学校の合唱団の皆様による合唱と、世田谷区立
桜丘小学校の吹奏楽部の皆様による演奏を実施した。また、技
研職員によるクイズ大会や科学教室、軽音楽の演奏を交えた技
研の歴史の紹介などを実施した。
バーチャルスタジオによる写真撮影や3D映像、音声認識技術
や顔認識技術を利用したゲームなどの体験展示を行った。家族
での来場者を対象に、親子工作体験コーナーを設置した。また、
世田谷区の地産品、世田谷かるた・砧地区かるた、2010年世田
谷区民絵画展の入賞作品の紹介をした。

外部展示

2010年9月に、オランダ・アムステルダムのRAIコンベンショ
ンセンターで開催された欧州最大の放送機器展IBC2010におい
て、スーパーハイビジョン（SHV）の最新機器を出展した。今回
は、フル解像度のプロジェクターとカメラをIBCでは初めて展示
し、フル解像度化に向けた研究成果を紹介した。また、従来の
デュアルグリーン方式による機器では、小型化・高性能化を進

め、コンテンツ制作や実用化に向けた機器の開発を進めている
ことを紹介した。期間中48,521人が来場した。
また、NHKの全国各地の放送局が主催あるいは協力するイベ
ントにおいて、年間を通じて、技研で研究開発した最新の放送
技術を紹介した。新しい展示機材として、映像圧縮の仕組みな
どのテレビの原理をわかりやすく紹介する新「テレビのしくみ」
や、「インテグラル立体テレビの小型展示システム」、音声認識技
術を利用してCGキャラクターを操作する「声で動かすモグライ
アンの宝探し」などを開発し、多くのイベントに出展した。

顔認識技術を利用したゲーム軽音楽を交えた技研の歴史紹介工作体験コーナーDream Jazz Bandの演奏

スーパーハイビジョン9/10～9/14IBC2010（オランダ・アムステルダム）
技研紹介4/12～4/15NAB2010（米国・ラスベガス）
展示項目日程イベント名

■ 海外展示 2件

声で動かすモグライアンの宝探し、新テレビのしくみ、インテグラル立体テレビなど1/29～2/6NHKオープンスタジオ80周年スペシャル（NHK岡山）
スーパーハイビジョンシアター、立体ハイビジョンなど12/4～12/5ふれあいフェスタ2010（NHK福岡）
新テレビのしくみ、PC-VRAS、インテグラル立体テレビ、バーチャルパペットなど10/23～10/24放送体験フェスティバルinおもろまち（NHK沖縄）
EN-Vision10/14～10/17DIGITAL CONTENTS EXPO 2010
音声認識、手話CG、触力覚端末、インテグラル立体テレビ10/4～10/8CEATEC2010
テレビのしくみ、バーチャルパペット、しゃべってあそぼなど9/11～9/20NHK金沢放送局開局80周年記念「放送の未来展」（NHK金沢）
テレビのしくみ、PC-VRAS、しゃべってあそぼなど7/23～9/26横浜放送ライブラリー（NHK横浜）
しゃべってあそぼ、超高速度カメラ5/1～5/4渋谷DEどーも
展示項目日程イベント名（主なもの）

■ 国内展示 40件
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6.2.7

6.2.8

6.2.4

6.2.5

6.2.6

マラソン中継で初！新開発の受信システム
～映像が乱れずに移動中継できるエリアを拡大～3/4

実用的な小型SHVプロジェクターを開発！
～2020年、SHV試験放送の実現に向けて～2011/1/13

一部の地域におけるNHKデジタル総合テレビの受信障害につい
て9/29

NHK技研開所80周年記念 “技研・秋の特別イベント”を開催9/6

電波テレビカメラ用 ミリ波帯大型リフレクトアレーアンテナ
を開発
～電波のビームを自在にコントロールして、動画も撮影可能に～

5/24

地上波で大容量伝送が可能な技術を開発
～スーパーハイビジョンの地上放送を目指して～5/24

高分子膜を用いた超軽量スピーカーを開発
～従来の1/20の重量で、広帯域の音を再生可能に～5/21

三次元音響ミキシングシステムを開発
～スーパーハイビジョンの22.2マルチチャンネル音響を効率的
に制作～

5/20

スーパーハイビジョン音響の家庭再生方式を開発
～少ないスピーカーでも、22.2マルチチャンネル音響を再現～5/20

高性能で小型のスーパーハイビジョン符号化装置を開発5/19

スーパーハイビジョン・フル解像度カメラを開発
～SHVの本来の画質を実現！高解像度で屋外撮影も可能に～2010/5/18

発表内容年月日

51件取材

93件（うち、海外 40件）
1399人（うち、海外 411人）視察、見学

Broadcast
Technology

NHK技研R＆D技研だより

開所80周年記念イベントHP技研公開HP

機関誌

技研の研究活動と研究成果を国内外に周知する機関誌などを、
次のとおり発行した。NHK技研R＆Dは、デザインを一新し「コ
ンテンツ活用技術」、「放送通信連携技術」、「特殊情報入力デバイ
ス技術」などを特集した。海外向けのBroadcast Technologyで
は、「3次元映像処理技術」、「コンテンツ検索技術」などの最新の
研究内容を紹介した。
技研だより（和文、月刊） No.61~No.72
NHK技研R＆D（和文、隔月刊） No.121~No.126
研究年報（和文、年刊） 2009年度版
Broadcast Technology（英文、季刊） No.40~No.43
ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2009年度版

ホームページ

技研の概要、研究内容、学会発表、特許、技研公開などのイ
ベント情報、報道発表資料、機関紙などを一般公開ホームページで
紹介した。今年の技研公開では、土日に開催したイベント「なっ
とくテレビ塾」の参加者をNHKネットクラブと連携してホーム
ページで周知し募集した。また、秋の開所80周年イベントの周知
も行うなど、ホームページを積極的に広報活動に活用した。

652件合計

93件部外への講師派遣
73件一般雑誌などへの寄稿
134件海外学会・国際会議など
269件国内学会・研究会など
20件海外学会誌
63件国内学会誌

学会などへの発表

ACMMultimedia、SMPTEなど内外の学会で研究成果を多数
発表するとともに、IEEE Transactions、Optics Letters、
Advanced Materials、Applied Physics Lettersなどの学会誌に
論文が掲載された。

報道発表

放送技術研究所の研究成果を中心に、11件の報道発表を行った。

視察、見学、取材への対応

海外において、日本の地上デジタル放送方式の理解促進、普
及を図るため、南部アフリカ開発共同体（SADAC）やフィリピン、
アルゼンチン、チリなどから、要人の見学対応を行った。また、
欧州EBU、米CBS、韓国KBSなど海外から多くの放送関係者が
技研を訪れた。
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6.3.1

6.3.2

6.3 研究成果の活用

番組協力

研究開発成果は、多くの番組や番組連動企画で活躍している。
スーパーハイビジョンの研究開発で得られた技術を応用した単
板ハイビジョンカメラは、その小型で良好な撮影特性を生かし
て、ドラマの制作に使用された。自然・科学番組では、昆虫マ
イク、超高速度カメラ、暗闇でも撮影できるスーパーHARPカメ
ラが活躍した。一方、マラソン、ゴルフ、野球、水泳、祭りな
どの中継番組では、目的音を明りょうに集音できるリアキャン
セルマイクロホンや、使用環境を選ばないシリコンマイク、カ
メラマンの移動の制約を無くしたミリ波モバイルカメラが臨場
感あふれる番組制作に活躍した。2010年度に実施した番組協力
は、82件であった。

■紅白歌合戦などでミリ波モバイルカメラが活躍
自由に動き回ることができるワイヤレスカメラ「ミリ波モバイ
ルカメラ」は、ミリ波帯を用いた双方向伝送を実現し、低遅延で
安定した送り返し映像の伝送とリモートでのカメラの詳細な調
整が可能になったため、運用性が大幅に向上した。紅白歌合戦
では2008年からこのカメラを使用しており、ワイヤレスならで
はの高い機動性を生かした迫力ある映像の撮影に活躍している。
2010年度には、紅白歌合戦で50を超えるカットの撮影に使用さ
れたほか、ゴルフ中継などの屋外の中継番組にも使用された。

■NHK全国音楽コンクールをP2Pでライブ配信
インターネットで同時に多数の視聴者に向けてライブ映像を
配信するNHKのピアツーピア（P2P）技術を用いて、NHK全国学
校音楽コンクール（四国ブロック大会）をライブ中継した。会場に
来ることができなかった2,000人以上が利用した。

■NHKオンデマンドでのEN-Visionの利用
NHKオンデマンド（NOD）に、利用者が視聴したい番組を選ん
だときに、関連番組を推薦する機能が追加された。この関連番
組検索にEN-Visionの技術が利用されている。
EN-Visionシステムは、NODで公開されている番組のメタ
データを用いて、番組内容を説明する文章が類似している番組
を関連番組として自動的に選ぶとともに、出演者やジャンルが
共通の番組も組み合わせ、関連番組リストの候補とする。

■NHK文化祭で高校生によるTVML作品を発表
技研が開発した番組制作記述言語（TV programMaking
Language）を使って、3組の高校生グループがNHK文化祭で発表
した作品から、人気投票で最優秀作品を決めるまでの様子を、
「デジスタ・ティーンズ」で放送した。会場では、実写とCGを合
成したコンテンツを簡単に作ることができるツールとして、
TVMLに関心が集まった。

特許

デジタル放送規格に必須の特許を合理的な条件で一括ライセ
ンスする「デジタル放送パテントプール」への参加を通じて、NHK
保有特許の利用促進を図り、完全デジタル化に向けてデジタル

放送受信機の円滑な普及に寄与した。また、NHKの知的財産適
正管理の観点から、引き続き研究開発成果の権利化を推進する
とともに、特許庁ほか主催の「パテントソリューションフェア
2010」、横浜市ほか主催の「テクニカルショウヨコハマ2011」で
のNHK特許技術の紹介活動や技術移転拡大に向けた取り組みを
積極的に展開した。

「デジスタ・ティーンズ」公開収録NHKオンデマンドでの
関連番組の推薦

NHK全国音楽コンクールの
ライブ配信画面ミリ波モバイルカメラでの撮影
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6.3.3
受賞、学位取得 文部科学大臣表彰、放送文化基金賞、電波功績賞など25件を

受賞した。2010年度は、新たに8人が学位を取得した。2010
年度末の学位保有者は、92人となった。

1571278合計
23416海外
80意匠権

8受託研究00実用新案権
33技術協力・受託試験1329262特許権国内
件数区分年度末保有数新規取得数区分

■ 技術協力 （NHK総数）■ 特許権などの保有状況 （NHK総数）

19217ノウハウ1577323合計
2428特許権13629海外出願

（内訳）00意匠
43425許諾権利数00実用新案
28418契約件数1441294特許国内出願

年度末件数新規許諾数区分年度末件数新規出願数区分
■ 特許権などの実施許諾状況 （NHK総数）■ 特許などの出願状況 （NHK総数）

（名前は技研在籍者のみ掲載）

2011/3/1521GHz帯衛星放送における受信アンテナ
放射パターンの検討学術奨励賞（社）電子情報通信学会長坂正史

2011/3/11スーパーハイビジョンの光伝送技術の開発前島賞（財）逓信協会スーパーハイビジョン光伝送技術
開発グループ （代表）小山田公之

2011/1/20多視点立体映像システムの開発高柳記念奨励賞（財）高柳記念電子科学技術振興財団岩舘祐一

2010/12/15
高齢者のための音声・音響信号処理の研究
／ヒューマンコミュニケーションに関する
優秀な論文として受賞

ヒューマンコミュニケーション賞（社）電子情報通信学会小森智康

2010/11/15自動番組制作装置地方発明表彰 発明奨励賞（社）発明協会道家守

2010/10/19Current Status of the UHDTV（Super Hi-
Vision）Delivery

ABU Technical Review Prize for
2008 Best Article AwardABU正源和義

2010/10/1高機能・高画質映像取得および配信技術の
研究開発東京都功労者表彰東京都藤田欣裕

2010/9/15衛星放送の研究と放送衛星搭載成形ビーム
アンテナ実用化フェロー称号（社）電子情報通信学会正源和義

2010/9/8ネットワークアドリブシステムによる分散
協調型番組制作FITヤングリサーチャー賞（社）情報処理学会金子浩之

2010/9/1フル解像度スーパーハイビジョン用機器間
光インターフェースの試作鈴木記念奨励賞（社）映像情報メディア学会中村円香

2010/9/1
2009年年次大会「微細磁区構造の磁気光学
観察」と2009年冬季大会「スピン注入型光
変調素子のMO特性評価」の発表

鈴木記念奨励賞（社）映像情報メディア学会船橋信彦

2010/7/1スペシャルドラマ「坂の上の雲」の制作手法
を支えた技術開発と運用放送文化基金賞（財）放送文化基金「坂の上の雲」制作技術チーム

2010/7/1120GHz帯を用いた大容量番組素材伝送シ
ステムの開発放送文化基金賞（財）放送文化基金

120GHz帯番組素材伝送システム
開発グループ （株）フジテレビ
ジョン、NHK、NTT

2010/6/18マルチメディア放送に関する標準化の推進
にかかわる功績情報通信技術賞（社）情報通信技術委員会武智秀

2010/6/15地上デジタル放送のACによる緊急地震速
報伝送方式の開発電波功績賞 （電波産業会会長表彰）（社）電波産業会ACによる緊急地震速報伝送方式開

発グループ （代表）濱住啓之

2010/6/1画像工学研究会活動への貢献情報・システムソサイエティ活動功労
賞（社）電子情報通信学会境田慎一

2010/5/28
独自のアルゴリズムを用いて原画像がなく
てもMPEG-2映像符号化ストリームの画
質を高精度に推定できるデジタル放送映像
品質監視装置の開発

ハイビジョン・次世代テレビ技術賞（社）映像情報メディア学会デジタル放送映像品質監視装置開
発チーム

2010/5/28
リン光性高分子有機EL材料を用いインク
ジェット法によりフレキシブルディスプレ
イ用素子を形成しフレキシブルELディスプ
レイを試作した

藤尾フロンティア賞（社）映像情報メディア学会時任静士 鈴木充典 本村玄一

2010/5/28
地上デジタル放送方式信号内の1セグメン
トACキャリアに着目して緊急地震速報の
地域情報や震源地情報を符号化し伝送する
方式を開発

技術振興賞 開発賞（社）映像情報メディア学会
地上デジタル放送のACによる
緊急地震速報伝送方式開発グルー
プ

2010/5/28書名「映像メディア技術」丹羽高柳賞 著述賞（社）映像情報メディア学会（代表）八木伸行

2010/5/28高度衛星デジタル放送方式のARIB実証実
験丹羽高柳賞 論文賞（社）映像情報メディア学会橋本明記 斉藤知弘 小島政明

鈴木陽一 田中祥次

2010/5/28衛星デジタル放送の大容量化への貢献丹羽高柳賞 業績賞（社）映像情報メディア学会正源和義
2010/5/17国際活動奨励賞 国際協力賞対象分野日本ITU協会賞（財）日本ITU協会高田政幸
2010/5/17国際活動奨励賞 功績賞対象分野日本ITU協会賞（財）日本ITU協会青木秀一

2010/4/13有機材料を用いた撮像デバイス用光導電膜
の研究文部科学大臣表彰 若手科学者賞文部科学省相原聡

月日受賞理由賞の名称授賞者受賞者
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所長 久保田 啓一 研究主幹

副所長 藤沢 秀一

研究計画・管理、広報、外部連携など 八木 伸行

部長

特許出願・管理・活用、技術移転など 中山 匡

放送通信連携サービス、ＩＰネットワーク、セキュリティ、著作権保護、
ソーシャルネットワークサービスなど 加藤 久和

次世代デジタル放送、衛星放送、有線放送、素材伝送、無線・光伝送など 黒田 徹

スーパーハイビジョン、立体テレビ、高臨場感音響、映像・音声符号化、
視聴覚特性など 中須 英輔

画像認識、音声認識・合成、自然言語処理、情報検索、映像表現、認知科学、
情報バリアフリー技術など 柴田 正啓

超高感度撮像、超高速度撮像、有機撮像、高密度磁気記録、高速光記録など 江上 典文

フレキシブルディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機素子、ホログラム記録、
スピンエレクトロニクスなど 清水 直樹

人事、労務、経理、局舎管理など 山田 則光

正源 和義 野尻 裕司 伊藤 崇之

研 究 企 画 部

特 許 部

次世代プラットフォーム研究部

放 送ネットワーク研 究 部

テ レ ビ 方 式 研 究 部

人 間・情 報 科 学 研 究 部

撮像・記録デバイス研究部

表 示・機 能 素 子 研 究 部

総 務 部

B-SAT3a（B-SAT/LMCSS提供）

ラジオ放送開始１９２５

１９５３ テレビ本放送開始

１９３０ ＮＨＫ技研設立

１９６４ ハイビジョンの研究開始

１９６６ 衛星放送の研究開始

１９８９ ＢＳアナログ放送開始

１９８２ デジタル放送の研究開始

１９９５ スーパーハイビジョンの研究開始

２０２０ 目標：スーパー
ハイビジョン試験放送

２０１１ テレビ放送の
完全デジタル化

２００６ ワンセグ放送開始

２００３ 地上デジタル放送開始

２０００ ＢＳデジタル放送開始

１９９１ ハイビジョン試験放送開始（アナログ）

NHK放送技術研究所は、放送技術分野を専門とするわが国唯一の研究機関として、また、公共放送NHKの一員として、放送技術の
研究開発の立場から豊かな放送文化を築く役割を担っています。

■ 放送の発展と技研の歴史

■技研の組織

■数字でみる技研

■技研公開

■現在の研究棟

（2011年3月末現在）

特許権保有数 国内 1329件
（NHK総数） 外国 234件

学位保有者 92名 弁理士資格保有者 2名

職員数 247名 （うち研究者数 222名）

設立 1930年6月
1930年6月～1965年1月 技術研究所
1965年1月～1984年7月 総合技術研究所、放送科学基礎研究所
1984年7月～現在 放送技術研究所

毎年5月に技研の研究開発成果を紹介
する技研公開を実施

落成 2002年3月
高層棟 地上14階、地下2階
中層棟 地上６階、地下2階
延床面積 約46,000m2
うち技研部分 約16,000m2
総敷地面積 約33,000m2

放送技術研究所の概要

（2011年3月末現在）
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放送技術研究所へのアクセス

■小田急線成城学園前駅南口から
【小田急バス/東急バス】
・渋24 渋谷駅行
【東急バス】
・等12 等々力操車所行
・用06 用賀駅行（平日のみ）
・都立01 都立大学駅北口行
■東急田園都市線用賀駅から
【東急バス】
・等12 成城学園前駅行
・用06 成城学園前駅（平日のみ）

いずれもバス停「NHK技術研究所」で下車

交通

日本放送協会 放送技術研究所
〒157-8510 東京都世田谷区砧1-10-11

Tel：03-5494-1125（代表）
http://www.nhk.or.jp/strl/

■ 編 集 ・ 発 行 ■
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