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ごあいさつ

NHK放送技術研究所長　藤沢 秀一

NHK技研 研究年報 2013　｜　1　

NHK放送技術研究所（技研）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、放送技術の発展を通して公共
放送NHKの役割を果たすため、わが国における豊かな放送文
化の構築に資する研究開発に取り組んでいます。

昨年、2020年のオリンピック、パラリンピックの開催地に東
京が選ばれました。現在多くのみなさまにご覧いただいている
衛星放送、ハイビジョン、薄型テレビ、デジタル放送など放送
技術の進歩はオリンピックの歴史とともにあったと言っても過言
ではありません。そして、きたる2020年東京オリンピック・パラ
リンピックに向け、初心に立ち返る思いです。
直近の経営課題を解決するための研究から、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まで、さらに、認知
科学、デバイスからシステムまで、幅広い研究開発を進め、次
の時代の放送にふさわしい技術基盤を構築していきます。

2013年度は、2012～ 2014年度NHK経営計画の2年目にあた
りますが、これにあわせて策定したNHK技研3か年計画をもと
に、放送と通信が連携した新たな技術・サービス基盤、スーパー
ハイビジョン、立体テレビなどの高臨場感放送の実現に向けた
研究開発を進めました。
昨年の9月には、技研で研究開発を進めてきたNHKハイブリッド
キャストの試行サービスが始まりました。スーパーハイビジョン
は、2016年の試験放送開始に向けて関連要素技術の研究開発
を加速しています。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も広がって
います。

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、また新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。



技研この1年
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高臨場感放送
将来の高臨場感放送として、2016年の試験放送、2020年の本放送を目標に、8K
スーパーハイビジョン（SHV）の研究を進めている。映像の方式研究では、広色域
SHVカメラとレーザー光源の広色域SHVプロジェクターを開発したほか、フルスペック
SHV信号を含む種々のUHDTV映像信号を10Gbpsマルチリンクで伝送する機器間イ
ンターフェースを開発し、（一社）電波産業会の標準規格となった。SHVカメラについ
ては、5kgの小型単板カメラシステムと2kgのCube型超小型カメラヘッドを開発したほ
か、高感度・静音の「シアターカメラ」をミラノ・スカラ座公演のライブビューイングで
使用し好評を博した。ディスプレーについては、自発光型によるフルスペックSHV表示
を目指して、有機ELディスプレーのフレーム周波数の120Hz化を検討し、酸化物TFT
の設計値や回路構成などを明らかにして120Hz化の実現性を示した。音響については、
22.2マルチチャンネル音響システムが再生可能なディスプレー一体枠型12スピーカー
を開発した。
次世代の地上デジタル放送を目指した大容量伝送の研究では、熊本県人吉市に偏
波MIMO伝送の実験試験局を設置して伝搬特性の測定実験を開始し、91Mbpsに圧縮・
符号化したSHV信号を27km離れた地点に長距離伝送することに成功したほか、非圧
縮SHV信号の光伝送方式を開発した。
	 →詳しくは、p.4

立体映像
特別なメガネが不要で自然で見やすい立体テレビの研究では、立体像の高品質化に
取り組み、複数台のカメラ、ディスプレーを並べて配置し、映像を統合することにより、
多画素の映像装置を構成する方式を開発した。また、標準化に向けインテグラル方式
の符号化技術に関する基礎検討を開始した。

→詳しくは、p.14

放送通信連携サービス
放送と通信の特長を生かし、番組の価値を高める新たな放送サービスの実現に向
けて、放送通信連携技術の研究開発を進めた。「ハイブリッドキャスト」については試
行サービス開始に向けて研究開発を進めるとともに、IPTVフォーラムにおいてサービ
スの高度化を実現する次期技術仕様の標準化作業を進めた。8Kのハイブリッドキャ
ストの実現に向けては、SHVデータ放送の方式検討を進め、次世代の多重方式MMT
（Moving	Picture	Experts	Group	Media	Transport）がMPEGの国際規格に採用された。

→詳しくは、p.16

人にやさしい放送
視覚障害者が手の触覚で物体形状を知覚できる触力覚提示システムの研究では、指
先の複数の点に力覚情報を提示する多点分布提示装置で、仮想物体の硬さを提示す
る機能を開発した。日本語の文章を手話CGへ自動翻訳する技術の研究では、手話
放送サービスの拡充を目指し、手話CGに対するご意見や評価を研究に生かすため、
NHKオンライン上に日本語—手話単語の対訳辞書システムを開発し公開した。字幕放
送の充実に向けた音声認識による字幕制作システムの研究では、地域放送局へのシス
テム導入に向けて、ニュース原稿を利用した認識誤り自動修正アルゴリズムを開発した。
ニュース原稿を外国人や子供のためにやさしい日本語に書き換える作業の支援システム
の開発では、ホームページ上のサイト「NEWS	WEB	EASY」の原稿に、フリガナを自
動で付ける技術、および人名や地名などの固有名詞を色付きで表示する技術を開発し
た。高品質音声合成技術の研究では、喜怒哀楽などの感情表現を可能にする音声加
工技術の研究に着手した。

→詳しくは、p.22

シアターカメラ（右）
撮影テストの様子

ディスプレー一体枠型
12スピーカー

4台のプロジェクターを用いた
インテグラル表示装置

手話CG公開ホームページ
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高度番組制作・伝送技術
非圧縮SHV信号の無線伝送を目指した研究では、偏波多重を用いる120GHz帯
FPU	(Field	Pickup	Unit)の温度特性を改善し、晴天時に１kmの距離の伝送に成功
した。低遅延で高品質な音声を伝送できるデジタル方式のラジオマイクの研究では、
OFDM伝送方式の実証実験を実施し、この結果を元に国内標準規格を策定した。
ISDB-Tの高度化では、被災地向けエリア限定ワンセグサービスの研究を進め、自治
体等が被災地でエリア放送を利用して災害情報を提供することを想定した野外実験を
実施し、システムの有効性を確認した。
	 →詳しくは、p.28

次世代放送用デバイス・材料
高感度撮像デバイスでは、固体撮像デバイスの高感度化に向けて、低い印加電圧で
の電荷増倍を可能とする光電変換膜の研究を進めた。
有機撮像デバイスでは、高精細化に向けて3層の有機光電変換膜と、光透過型の
薄膜トランジスター回路とをガラス基板上に交互に積層するための直接積層技術の開
発を進めた。3次元構造撮像デバイスでは、超高精細と高フレームレートの両立に向
けて、画素並列信号処理を可能とする3次元構造撮像デバイスの要素技術開発を進め、
デバイスの動作原理検証を完了させた。
記録デバイスについては、ホログラム記録再生実験装置の多重数を従来の2倍の
600に高めるとともに、再生信号処理系を高速化しデータ再生レート500Mbpsを達成
した。
次世代記録デバイスの研究では、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、磁性細線中の磁区移動を利用した微小磁区記録デバイスの開発を進め、パル
ス電流で駆動させながら、微小磁区の動きをリアルタイムに検出することを可能とした。
次世代表示デバイスの研究では、曲げられるディスプレーの実現に向け、低消費電
力かつ長寿命化に適した赤色リン光性有機ELを使用してパネルを試作したほか、通常
の有機ELとは電極構造を逆にした逆構造有機ELを開発し、プラスチック基板を用い
た封止下においても250日以上劣化しないことを確認した。	 →詳しくは、p.33

国際連携と標準化活動
ITU-RやSMPTEをはじめとする国際標準化機関においてSHVなどの標準化活動を
行った。ITU-Rでは、SHVの映像方式の勧告BT.2020に引き続き、22.2マルチチャ
ンネル音響のスピーカー配置を含む、チャンネルベース・オブジェクトベース複合方式
の勧告BS.2051が2014年2月に成立した。
MPEG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MMTについて、
パケット構造やハイブリッド配信のための制御信号などMMTの主要パートが国際規格
になった。
米国のテレビ放送方式を策定する標準化団体ATSC（Advanced	Television	
Systems	Committee）が、2013年に次世代の地上デジタル放送方式の策定を開始し
た。NHKからSHV地上放送を目指して研究開発を進めている伝送・多重技術の成果
をATSC3.0会合で提案し、会議に継続して参加した。
	 →詳しくは、p.39

広報活動
毎年5月に実施している技研公開では、「期待、見たい、感じたい」をテーマに、最
新の研究展示37項目と、体験展示3項目、ポスター展示13項目を出展し、開催期間
中20,607人が来場した。
4月に米国の放送機器展示会NAB	Show	2013、9月に欧州最大の放送機器展示
会IBC2013（オランダ）、10月ABU総会（ベトナム）、2月ソチ五輪（ロシア）などで
SHVやハイブリッドキャストなどの最新成果を展示した。
この他にも、全国のNHK放送局でのイベントで研究成果を展示した。

→詳しくは、p.42

ベースバンド信号
処理装置

カメラ三脚に取り付けた
120GHz 帯小型高周波部

非圧縮スーパーハイビジョン
用120GHz帯FPUの構成

デジタルラジオマイク
（ツーピース型）

デジタルラジオマイク
（ハンド型）

デジタルラジオマイク
受信装置

OFDMデジタル方式
ラジオマイクの試作機

ホログラム記録超高精細映像
リアルタイム再生の様子

技研公開の様子



1.1　スーパーハイビジョン

1.1.1　スーパーハイビジョンの方式 
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の映像システムの研究開発な
らびに標準化を進めている。

■ 広色域
SHV映像フォーマットは、色を表現する範囲がハイビジョン
よりも広く、実在する物体色をほぼすべて表現可能な広色域表
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1	 高臨場感放送
将来の高臨場感放送として、2016年の試験放送、

2020年の本放送を目標に、8Kスーパーハイビジョン
（SHV）の研究を進めている。

映像方式の研究では、広色域SHVカメラとレーザー
光源の広色域SHVプロジェクターを開発した。これら
の接続により、ハイビジョンでは表現できない彩度の
高い被写体を忠実な色で表示できることを確認した。
また、2016年の放送信号形式に対応すべく、現在番
組制作で用いられているSHV映像信号形式をフル解
像度に変換する技術について、実時間処理が容易で、
色信号を精度良く補間する手法を考案した。

カメラについては、2012年度に試作した単板カメラ
ヘッドに波長多重伝送部とカメラ制御部を追加し、シ
ステム化した。また、重量約2kgでCube型の超小型
カメラヘッドや、フルスペックSHVカメラ（3300万画素、
120Hz）の一層の高感度化のために、より微細化した
プロセスを用いてイメージセンサーを試作した。2012
年度に試作した高感度・静音の「シアターカメラ」を、
ミラノ・スカラ座日本公演のライブビューイングで使用
し、好評を博した。

ディスプレーについては、自発光型ディスプレーに
よるフルスペック SHV表示を目指して、有機ELディス
プレーのフレーム周波数の120Hz化を検討し、酸化物
TFTの設計値や回路構成などを明らかにして120Hz化
の実現性を示した。

記録については、機動性の高いSHV番組制作に向
けて、SHVカメラ信号の圧縮記録技術や多並列固体
メモリーを用いた高速記録技術などを開発し、小型記
録装置を試作した。

映 像 符 号 化については、2012年度に開 発した
MPEG-H HEVC (High Efficiency Video Coding)    
/H.265方式のSHV映像符号化装置を改修し、国際
規格に完全準拠した符号化ストリーム生成と多重化の
機能を追加し、変調器との接続を可能にした。また、
従来のMPEG-4 AVC/H.264方式の符号化装置との
性能比較を行い、HEVC方式の画質が優れていること

を確認した。
音響については、22.2マルチチャンネル音響の制作

時間を短縮するため、頻繁に利用する制作パターンの
保存・読み出し・調整機能をミクシングシステムに追
加した。また、様々な場所で測定した22方向の残響
波形を３次元残響付加装置に実装するとともに、22.2
マルチチャンネル音響が再生可能なディスプレー一体
枠型12スピーカーシステムを開発した。

標準化については、22.2マルチチャンネル音響のス
ピーカー配置を含む、チャンネルベース・オブジェクト
ベース複合方式のITU-R勧告策定を主導し、2014年
2月に成立させた。また、フルスペックSHV信号を含
む種々のUHDTV映像信号を10Gbpsマルチリンクで
伝送する機器間インターフェースを(一社)電波産業会
(ARIB)へ提案し、2014年3月に標準規格となった。

12GHz帯の衛星伝送については、周波数利用効
率 の 高 い16APSK（Amplitude and Phase Shift 
Keeing）変調方式を採用し、衛星１中継器で100Mbps
の信号を伝送できるSHV放送用の伝送方式を情報通
信審議会に提案した。多重技術については、研究成
果の国際標準化に取り組み、MPEGにおける新たな
メディアトランスポート方式として国際規格に採用され
た。

次世代の地上デジタル放送を目指した大容量伝送
の研究では、熊本県人吉市に偏波MIMO（Multiple-
Input Multiple-Output）伝送の実 験 試 験 局を設置
して伝搬特性の測定実験を開始した。この実験で、
91Mbpsに圧縮・符号化したSHV信号を27km離れた
地点に長距離伝送することに成功した。

非圧縮SHV信号の光伝送については、１波長あた
り10Gbpsの信号を8波長多重して、72Gbpsのフル解
像度SHV信号を伝送する方式を開発した。また、ケー
ブルテレビ伝送方式として、圧縮されたSHV信号を
複数の搬送波に分割して伝送する方式を(一社)日本
CATV技術協会に提案し、標準化を進めた。



色系を採用している。広色域に対応したカメラの分光感度特性
を設計し、この設計に基づいて製作した赤・青・緑プリズムを
3300万撮像素子を3枚用いた3板式フル解像度SHVカメラに
搭載した(1)。この広色域カメラで彩度の高い被写体を撮影し、
同時に広色域SHVプロジェクター（1.1.3参照）で表示する広色
域SHVシステムを技研公開で展示し、彩度の高い色を含め色再
現精度が向上することを確認した。
SHVの広色域映像をハイビジョンの色域へ変換する場合、高
品質な変換画像を得るために、明度と色相を保ちつつ彩度だけ
を下げる方法を検討している。これまでハイビジョンの色域を超
える領域での視覚的な色相の特性については十分なデータが報
告されていなかった。そこで、広色域SHVプロジェクターを用い
て、視覚的な色相の特性を求めるための評価実験を行った結果、
一部の色相で従来の均等色空間から予測される色相特性とは異
なることが分かった。

■ 高解像度
800万画素4板式SHVカメラや3300万画素単板SHVカメラ
などで撮影したベイヤー配列の画素構造（斜めに配置した２つ
の緑画素と赤と青１画素ずつを田の字に配列）を持つSHV映像
を、フル解像度SHV映像に高品質に変換する技術を開発してい
る。実時間処理が容易で、色信号を精度良く補完する手法を考
案し(2)、解像度感が向上し偽色の発生が抑えられた自然なカラー
画像を生成できることを確認した。
SHVカメラの解像度特性を的確に把握するために、僅かに傾
いたナイフエッジを撮影した画像を解析するだけで、水平・垂直
方向のみならず、一度に多方向の解像度特性を高精度で測定で
きる新しい方法を開発した(3)。
テレビ視聴における空間解像度と好まれる視距離の関係を明
らかにするため、静止画ベースの番組を異なる空間解像度で提
示した時の好まれる視距離を測定した結果、高い空間解像度に
おいて短い視距離の方が好まれる傾向であることが分かった(4)。

■インターフェース
フルスペックSHV信号（7680×4320画素、フレーム周波数
120Hz、12ビット）や4K信号（3840×2160画素）、フレーム
周波数60Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0形式など種々のUHDTV信号
を10Gbpsマルチリンクで伝送する機器間インターフェースの標

準化を(一社)電波産業会(ARIB)で進めた。マッピング方式、シ
リアル化方式、送受信特性や光コネクタなどを規定したARIB
標準規格STD-B58(5)が2014年3月に策定された。

■ 主観画質評価法
高解像度かつ広視野角で提示されるSHV映像に適した主観
画質評価法を検討した。符号化映像の主観評価実験によって、
主観評価値が視距離および横方向の観視位置に依存すること
を確認した。この結果に基づき、80型程度のディスプレーで
SHV映像を主観評価する場合、画面高の0.75倍の視距離で、
画面を水平方向に３等分するように3名の評価者を配置する方
法を提案した。この研究は総務省の委託研究「周波数有効利
用に資する次世代放送基盤技術の研究開発」を受託して実施し
た。

■ 放送方式の標準化
情報通信審議会およびARIBにおける超高精細度テレビ
ジョン放送方式の標準化に寄与し、フレーム周波数120Hzの
SHVを含む映像フォーマットと映像符号化方式HEVC（High	
Efficiency	Video	Coding）を採用した方式が情報通信審議会か
ら2014年3月に答申された。

〔参考文献〕
(1)	 添野，正岡，山下，中村，船津，西田，菅原，斎田：“スーパーハ

イビジョンカメラの広色域化,”	映情学年次大,	10-5	(2013)
(2)	 S.	Tajima,	R.	Funatsu	and	Y.	Nishida:“Chromatic	interpolation	

based	 on	 anisotropy-scale -mixture	 statistics,”	 Signal	
Processing,	Vol.	97,	pp.262–268	(2014)

(3)	 K.	Masaoka,	T.	Yamashita,	Y.	Nishida	and	M.	Sugawara:
“Modified	 slanted -edge	 method	 and	 multidirectional	
modulation	 transfer	 function	 estimation,”	Optics	Express,	
Vol.22,	No.5,	pp.6040–6046	(2014)

(4)	 M.	Emoto	and	M.	Sugawara：	“Still	 Images	of	High	Spatial	
Resolution	 Enable	 Short	 TV	 Viewing	 Distances,”	 ITE	
Transactions	on	Media	Technology	and	Applications,	Vol.2,	
No.2,	pp.185-191	(2014)

(5)	 電波産業会：“超高精細度テレビジョン信号スタジオ機器間イン
ターフェース規格（1.0版），”	ARIB	STD-B58	(2014)

1.1.2　カメラ
8Kスーパーハイビジョン（SHV）カメラに関する研究として、
単板式による小型撮像装置の研究と、SHVカメラによる映像制
作、広色域化の研究を進めた。また、フレーム周波数120Hz
のフルスペックSHV用イメージセンサーの研究開発を進めた。

■ SHV撮像システムの研究
小型で実用的なSHVカメラの開発をめざして、2012年度に試
作した単板カラー式小型カメラヘッドに波長多重伝送部とカメ
ラコントロールユニットを追加し、システムの小型化と運用性の
向上を図った。本試作機は技研公開およびNAB	Show	2013、
IBC2013にて展示した。
広色域に対応した単板カラー撮像用オンチップカラーフィル
ター特性の研究を進めた。2013年は、信号処理と光学フィル

ター特性を複合的に適用し、広色域を高精度で得る手法を考案
した(1)。
2012年度に試作した、フル解像度単板カラー用1億3,300万
画素イメージセンサーを駆動するため、多画素の信号を高速に
処理する実験装置を試作したイメージセンサーの動作条件を最
適化するとともに、その素子出力信号を確認した。
2012年度に試作した、高感度・静音化を施したSHVカメラ（通
称シアターカメラ）(2)を9月にＮＨＫホールにて公演されたミラノ・
スカラ座オペラ「リゴレット」のライブビューイングにて使用した。
暗い舞台のシーンも撮影でき、かつ騒音をほとんど発生しない
ため、好評を得た。また同じく2012年に試作した広色域対応
のフル解像度カメラは、多くのSHV評価用映像撮影に用いられ
た。
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■フルスペックSHV撮像デバイスの高感度化
現行ハイビジョンカメラ並みの感度を有するフルスペックSHV
カメラの実現に向けて、SHV用イメージセンサーの高感度化の
研究を進めた。2012年度に試作した微細半導体プロセス（0.11
μmルール）による、画素数3,300万、フレーム周波数120Hz
のSHV用イメージセンサーについて、感度特性を評価した(3)。
画素内の電荷－電圧変換回路の微細化により、従来比1.4倍の
高感度化を、また回路の工夫により低ノイズ特性を実現した。
また、半導体プロセスをさらに微細化したSHVイメージセンサー
を設計・試作した。
イメージセンサーに内蔵されるA/D（アナログ―デジタル）変
換回路の低消費電力化の研究を進めた。新しい構成のA/D変
換方式を提案し、シミュレーションおよび試作回路により消費
電力低減効果があることを確認した。
実用化研究委託において、A/D変換回路の特性をデジタル
補正により改善する技術の研究を推進し、試作回路による評価
実験でその改善効果を実証した。
フルスペックSHV用イメージセンサーについて、2012年に発
表した論文がイメージセンサー研究の世界的な賞であるウォル
ター・コソノキー賞を受賞した。

■フルスペックSHV単板カラー撮像デバイスの研究
フルスペックSHV単板カメラ（１億3,300万画素、120Hz）を
目指して、イメージセンサーの多画素単板化に必要な要素技術
の研究を進めた。
多画素単板による感度の低下を改善するため、光開口率を
100%とすることができる裏面照射型画素構造についてシミュ
レーションによる基礎検討の結果、表面照射型と比べ感度特性
が1.65倍改善できることを確認した。
単板カラー撮像方式による特性評価と、SHVコンテンツ充実
を図るため、3,300万画素単板カラーイメージセンサーと、これ
を搭載した重量2kg、Cube型の超小型SHVカメラヘッドを試作
した。試作カメラを用いて、オペラのライブビューイングや紅白
歌合戦のSHV収録を行った。
フルスペックSHV撮像デバイスおよびフルスペックSHV単板
カラー撮像デバイスの研究は、静岡大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 林田，添野，中村，船津，山下，安江，島本，正岡：“広色域撮

像単板カラーカメラの分光感度補正の一検討，”	映情学冬大，11-
10 ( 2013 )

(2)	 中村，林田，船津，添野，山下，柳，吉田：“シアターコンテン
ツ撮影用スーパーハイビジョンカメラの試作，”	映情学冬大，11-
12 ( 2013 )

(3)	 安江,	林田,	米内,	北村,	渡部,	小杉,	渡辺,	大竹,	島本,	川人：	“0.11
μm製造プロセスを用いた120Hzスーパーハイビジョン用イメージ
センサの感度特性，”　	映情学年次大，　10-4 ( 2013 )

1.1.3　ディスプレー
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の直視型ディスプレーおよび
プロジェクターの研究を進めた。

■ 高フレームレート化要素技術の研究
自発光型ディスプレーによるSHVフルスペック表示
の実現を目指し、液晶ディスプレー（LCD）と有 機EL
（Electroluminescence）ディスプレーのフレーム周波数120Hz
化について研究開発を進めた。2013年度は、従来のSHV	
LCDを120Hzで駆動・表示が可能なSHV	LCDを試作したほか、
LCDとプラズマディスプレーパネル（PDP）の動画解像度評価

結果(1)から、120Hz化に伴う動画表示性能を予測し、SHV用
有機ELディスプレーによる1フレーム当りの時間発光率として、
25 ～ 50%が必要であることを示した。また、対角100インチ
サイズを想定した画素回路の設計に着手した。パネルの大画面
化に有利な酸化物半導体を薄膜トランジスター（TFT）に使用し
た場合のパネル駆動性能を、回路シミュレーションにより解析
し、パネルを上下方向に2分割する120Hz駆動方式に必要な酸
化物TFTの設計値（寸法、移動度）や回路構成などを明らかにし、
120Hz化実現の見通しを得た(2)。
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 図1　シアターカメラ（右）撮影テストの様子

　図2　開発したCube型超小型SHVカメラヘッド



■ 広色域SHVプロジェクター
フルスペックSHV映像を表示可能なプロジェクターの開発を
進めている。
広色域表色系に対応したディスプレーを実現するため、
2012年度に開発したフレーム周波数120HzでSHV映像を表
示できるプロジェクターをベースに、光源をUHP(Ultra	High	
Performance)ランプからレーザーに置換したプロジェクターを開
発した(3)。レーザーは、それぞれ赤：639nm、緑：532nm、青：
462nmの中心波長を持つ半導体レーザーである。ベースとした
プロジェクターヘッド部の光学系をそのまま使用し、外部に設け
た光源部からレーザー光を光ファイバーを介してプロジェクター
ヘッドに入力する構造とした。広色域SHVカメラ（1.1.1参照）と
この広色域SHVプロジェクターからなる広色域SHVシステムを
技研公開で展示し（図1）、ハイビジョンでは表現できない彩度
の高い被写体でも忠実な色で表示できることを確認した。

〔参考文献〕
（1）	 薄井，佐藤，石井，高野，山本：“スーパーハイビジョン用プラズ

マディスプレイの動画解像度評価,”	映情学年次大，16-7	(2013)
（2）	佐藤，石井，薄井，高野，辻，山本：“SHV有機ELディスプレイ

の120Hz駆動性能シミュレーション,”	信学総大，C-9-3	(2014)	
（3）	日下部，岩崎，西田：“広色域スーパーハイビジョンプロジェクタ,”	

映情学年次大，16-1	(2013)

1.1.4　記録システム

■スーパーハイビジョン記録装置

8Kスーパーハイビジョン（SHV）単板カメラ用記録装置の実
現に向けて、固体メモリーを用いた圧縮記録技術の開発および
小型記録装置(1)を試作した。
圧縮記録技術については、SHV単板カメラから出力されるデュ
アルグリーン方式の信号のうち2つのG（緑色）信号を、データ
補間によりフル解像度画像へアップコンバートし、そのフル解
像度画像を圧縮することで、従来の色ごとに4K相当画像単位
で圧縮する方式に比べて、画質劣化をPSNR（Peak	Signal-to-
Noise	Ratio）	値で1～ 2dB低減できた。また、メモリーコント
ローラーと固体メモリーとを分離した設計とし、これらを接続す
る高速記録インターフェースを開発した。そのインターフェース
部で固体メモリーを着脱可能にした。記録速度を高速化するた
め、固体メモリーへ最大16chの並列記録と、映像記録に適し
た大きなブロックサイズで記録することで、固体メモリーを収納
したメモリーパック1個あたり12Gbps以上の記録速度を達成し
た。圧縮率が1/4の場合、記録容量2TBで45分のSHV映像が
記録できた。
上記記録技術を適用して、SHV据置型記録装置（図1）およ
びカメラ一体型記録装置を試作した。据置型記録装置では、圧
縮用と復号用の信号処理を独立させて、記録と再生を同時に実
行できる仕様とし、記録しながら再生映像を確認できることで
利便性を向上した。また、SHV圧縮映像をフレーム単位で記録
するフォーマットとすることで、PCへのバックアップや編集機入
出力へ容易に対応できるようにした。カメラ一体型記録装置で
は、据置型よりも簡易な再生機能とすることで、小型化と低消
費電力化を実現した。試作した記録装置で、SHV映像のリアル
タイムでの圧縮・復号動作、圧縮映像の記録・再生を確認した。

〔参考文献〕
（1）	E.Miyashita	and	T.Kajiyama:“Compact	Camera	Recorder	 for	

Super	Hi-Vision,”IEEE	International	Conference	on	Consumer	
Electronics	(ICCE),	2014	Digest,	pp.165-166	(2014)
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　図1　 広色域SHVシステム
　　　　（左：被写体、中：カメラ、右：スクリーン）

　図1　試作したSHV据置型記録装置とメモリーパック



1.1.5　符号化
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の放送実現に向け映像圧縮
符号化について研究している。

■ HEVC高効率圧縮符号化装置の開発

2012年 度 に 開 発したMPEG-H	HEVC（High	Efficiency	
Video	Coding）/H.265方式のSHV映像符号化装置の改善と
性能評価を進めた。暫定規格準拠であった符号化装置を改修
し、国際規格に準拠した符号化ストリーム生成機能とMPEG-
2	TS	(Transport	Stream)による多重化機能を追加した。また、
PSNR	(Peak	Signal	to	Noise	Ratio)による客観評価と主観評
価により、従来のMPEG-4	AVC	(Advanced	Video	Coding)		
/H.264方式の符号化装置と符号化性能を比較した。客観評
価としてはHEVCのPSNRがAVCよりも高く、HEVC符号化装
置の画質が優れていることが確認できた。一方、主観評価では
HEVCの評点がAVCをおおむね上回っているものの、一部の条
件ではHEVCの評点の方が低い場合もあった。HEVC方式では
大きいサイズのブロック単位での符号化処理により符号化効率
が向上する半面、ビットレートが低い場合、大きいブロックサイ
ズでの粗い量子化により原画像にあった質感が失われてブロッ
クひずみが目立つことがあるため、絵柄によってはHEVC符号
化映像の評点が低くなる場合があったと考えられる。今後、こ
の特性を勘案して画質を改善する。この研究は、総務省の委託
研究「周波数有効利用に資する次世代放送基盤技術の研究開
発」を受託して実施した。
HEVC方式のSHV復号装置の開発に着手し、2013年度は
基本設計を進めた。符号化ストリームを解析して画像データを
抽出する機能と画像データから復号画像を生成する逆変換・動
き補償機能について論理設計と回路規模を検討した。この研究
は三菱電機(株)と共同で実施した。

さらに、HEVC方式の膨大な演算量を削減する方法を検討し
た。符号化するフレーム間の参照構造によって選択される予測
モードの種類に偏りがあることを見い出し、予測モードの計算を
省略する手法をソフトウェア実装し、画質劣化を抑えつつ計算
時間を約90％に短縮した。
研究開発と並行して、国内放送方式を検討した。放送開始当
初に製作されるフレーム周波数60Hz受信機との後方互換性を
維持しながら将来120Hz受信を可能とする符号化方法を規定し
た。また、8K，4K，2Kのマルチフォーマット符号化の主観評
価試験を行い、放送時の所要ビットレートを明らかにした（表1）。
この成果は（ー社）電波産業会（ARIB）映像符号化方式作業班
における超高精細度テレビジョン放送方式の検討に寄与した。

■ SHVのIP伝送
ブラジルで開催される2014FIFAワールドカップのSHVライブ
ビューイングの準備として、AVC方式の符号化ストリームのブラ
ジル・日本間IP伝送実験を2013年8月と2014年2月にNTTお
よびブラジルの学術ネットワーク研究機関RNP(Rede	Nacional	
de	Ensino	e	Pesquisa)と協力して実施した。また、IP伝送に
よる国内でのライブビューイングを3回実施した（2013年9月15
日ミラノ・スカラ座講演「リゴレット」：仙台放送局、11月8日～
10日NHK杯国際フィギュアスケート競技大会：名古屋放送局、
12月31日第64回NHK紅白歌合戦：グランフロント大阪）。

■ 超解像復元型映像符号化方式
超解像と画像復元技術を応用した映像符号化方式の開発を
進めている。
フレーム周波数120Hzの映像に対応するため、空間解像度
とフレーム周波数を同時かつリアルタイムで削減・復元する時空
間解像度変換装置を開発した。本装置は、最大で4Kの120Hz
映像の入出力が可能であり、復元には空間解像度とフレーム
周波数を同時に処理する時空間ハイブリッド超解像を用いてい
る（図１）。また、120Hz映像の符号化手法として、送信側で
60Hzにフレーム間引きする処理と受信側でのフレーム補間を組
み合わせた手法の研究を進めた。間引かれた受信映像のみから
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	 7320×4320/60Hz	 80 ～100	 Mbps
	 3840×2160/60Hz	 30 ～ 40	 Mbps
	 1920×1080/60Hz	 10 ～15	 Mbps

 表1　各映像フォーマットの推定所要ビットレート

補助情報
符号化

送信映像 伝送 時空間解像度変換装置 受信映像

4K120Hz

4K60Hz

2K120Hz

4K120Hz

4K60Hz

2K120Hz

2K60Hz
時
空
間
解
像
度
削
減
・
最
適
化

時
空
間
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
超
解
像
復
元

低解像映像 映像ストリーム

補助ストリーム

局部復号映像

補助情報

映像
符号化

補助情報
符号化

補助情報
復号

映像
復号

映像ストリームの
1～10%程度

最適選択情報
同期情報

映像・補助情報の同期確立
選択情報に基づく最適復元

　図1　時空間ハイブリッド超解像による復元型映像符号化



フレーム補間すると、動きベクトルの誤検出による画質低下が生
じることがあるため、複数の動きベクトル候補から最良な補間
結果を示すパラメーターを送信側から通知する手法を考案した。
これにより、適正な動きベクトルによる高画質なフレーム補間が
可能であることを確認した。
さらに、2012年度までに開発した階調方向の削減・復元技
術と映像符号化技術を組み合わせた手法に、空間解像度削減・
超解像復元技術を導入したアルゴリズムを開発した。ハードウェ
ア化を念頭に処理を軽減しつつ、符号化側での空間解像度と
階調の削減の最適化によって得られる補助情報を、復号側での
高精度・頑健な超解像復元・階調復元に利用し、超高圧縮・
高画質な映像符号化を実現した。

〔参考文献〕
(1)	 Y.	Sugito,	K.	 Iguchi,	A.	 Ichigaya,	K.	Chida,	S.	Sakaida,	Y.	

Shishikui,	H.	Sakate,	T.	Itsui,	N.	Motoyama	and	S.	Sekiguchi:
“Development	of	 the	Super	Hi-Vision	HEVC/H.265	Real-
time	Encoder,”	SMPTE	2013	Annual	Technical	Conference	&	
Exhibition	(2013)

(2)	 K.	 Iguchi,	A.	 Ichigaya,	Y.	Sugito,	S.	Sakaida,	Y.	Shishikui,	
N.	Hiwasa,	H.	Sakate,	and	N.	Motoyama:“	HEVC	Encoder	
for	Super	Hi-Vision,	 ”	 IEEE	 International	Conference	 on	
Consumer	Electronics	2014	(ICCE	2014),	p.61-62	(2014)

(3)	 松尾，三須，岩村，境田：“	空間階調削減と復元を用いた超高精
細映像符号化の検討，”	2013年画像符号化シンポジウム・映像メ
ディア処理シンポジウム（PCSJ/IMPS	2013）,	P-2-03	(2013)

1.1.6　高臨場感音響システム
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の22.2マルチチャンネル３次
元音響について研究している。

■ SHV音響制作システム
SHV音響を効率的に制作できるシステムの研究開発を進めて
いる。2013年度は、22.2マルチチャンネル音響の制作時間を
短縮するため、頻繁に利用する制作パターン（テンプレート）を
保存し、読み出し・調整ができる機能をミキシングシステムに追
加した。この機能追加により、複数音源を同時に上下左右に移
動させるような操作効率を向上させることができた。コンサート
ホールやスタジオ、屋外など様々な場所で測定した22方向の残
響波形を３次元残響付加装置に実装し、３次元残響付加機能
の充実を図った。また、22方向のすべての残響波形を測定する
ことなく得る手法として、1つの残響波形に含まれる反射音を時
間軸上でランダムにシフトすることで、複数の方向別残響波形
を生成する手法を開発した(1)。
さらに、SHV音響制作の際、音の空間的印象を簡易に制御
できるようにするため、空間的および時間的な残響の分布と空
間的印象との関係を調べた。
カメラに搭載可能な超小型球形マイクロホンの形状と信号処
理方式の検討を継続した。2013年度は小型化による指向性の
劣化を補償する信号処理法を検討し(2)、この処理法を用いた装
置を設計・試作した。

■フラットパネルディスプレー一体型家庭再生システム
家庭で簡便に22.2マルチチャンネル音響がもつ高臨場感を楽
しむための再生技術の研究を進めている。22.2マルチチャンネ
ル音響の再生デバイスとして、スピーカーを側方や後方に配置
せず、フラットパネルディスプレー（FPD）の周囲に枠型に12個
のスピーカーのみを配置した枠型12スピーカーシステムを開発し
た。この枠型12スピーカーに、両耳に達する音をスピーカーで
再現するトランスオーラル再生技術を適用したFPD一体型家庭
再生システムを2016年に向けて開発することとした。
FPD一体型家庭再生システムにおける画面上の前方音像再
生に関して、音像の主観評価実験を行い、上下に配置されたス
ピーカーによる再生が適しているとの結論を得た。
側方・後方の音像再生について、トランスオーラル再生のアル
ゴリズムを改良することにより、トランスオーラル再生聴取時の
聴取範囲を拡大する手法を開発した。また、トランスオーラル

処理に用いる両耳に伝わる音の周波数振幅応答を操作すること
により、音像の前後の方向感を強調する技術を開発した。
トランスオーラル再生の方式について、制御の安定性を比較
したところ、スピーカー数の増加に伴って安定性が増加し、2ス
ピーカー再生に比べて枠型12スピーカー再生が有効であること
を確認した。

■トランスオーラル用スピーカーユニットの開発
FPD一体型家庭再生システムの性能向上を目指し，新たにス
ピーカーユニットを開発した。全帯域用のユニットの構造を変更
し、再生品質を改善した。また、小口径ユニットの低音不足を
補うために，振動板の重量を増やして低域を拡張した小型のサ
ブウーファーを開発した。この研究は、フォスター電機（株）と
共同で実施した。

■ 22.2マルチチャンネル音響用ラウドネスメーター
人の聴覚が感じる音の大きさであるラウドネスを測定するた
めの22.2マルチチャンネル音響用ラウドネスメーターを試作し、
SHV紅白歌合戦PV制作で試験運用した。その結果、番組間で
発生するラウドネスの揺らぎを抑えるために有用なことを確認し
た。

■ 標準化関係
ITU-Rでは、海外放送局や研究機関と協力して、2013年4月
の会合で「チャンネルベース、オブジェクトベースの音響システ
ムに共通のスピーカー配置」と「音響システム勧告の枠組み」を
提案するとともに、11月会合で22.2マルチチャンネル音響のス
ピーカー配置規定を含むチャンネルベースとオブジェクトベース
を組み合わせたハイブリッド方式「高度音響システム」の新勧告
案を提案し、2014年2月にITU-R勧告として承認された(3)。
（ー社）電波産業会（ARIB）で22.2マルチチャンネル音響のス
タジオ規格策定を主導し、2014年3月に成立した。
SMPTEでは、22.2マルチチャンネル音響に関する規格
ST2036-2を更新する作業を行い、再承認された。
MPEGでは，MPEG-4	AAC	(Advanced	Audio	Coding)	LC
プロファイルによる22.2マルチチャンネル音響放送を実現する
ために，MPEG-4	AACの規格に22.2マルチチャンネルのチャ
ンネルコンフィグレーションの追加を提案し、国際規格の改定と
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して承認された(4)。
SHV放送規格の標準化に合わせ、MPEG-4	AACによる
22.2マルチチャンネル音響符号化装置の開発に着手した。

■ 超臨場感メーターの開発
臨場感や感動の客観評価法について検討を継続した。2013
年は、音響特徴量から音響印象を推定するモデルを聴取開始時
からの時系列データを利用するモデルに拡張した。音響特徴量
の瞬時値や平均値を用いるより、時系列データを音響特徴量の
大きい順に並べたときの上位5％の値を用いた方が、各時刻に
おける音響印象の推定精度が向上することが分かった。この研
究は、（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」を受託

して実施した。

〔参考文献〕
(1)	 森,	西口,	小野,	濱崎：	“三次元残響付加のためのインパルス応答

測定法, ”	音講論（秋）,	1-P-22	(2013)
(2)	 K.Ono,	T.Nishiguchi,	K.Matsui	and	K.Hamasaki:“	Spherical	

microphone	 for	Super	Hi-Vision	22.2	multichannel	sound,”	
AES	135th	Convention,	Convention	paper	8922	(2013)

(3)	 ITU-R	Rec.	BS.2051	“Advanced	sound	system	for	programme	
production”	(2014)

(4)	 ISO/IEC	14496-3:2009/Amd.4:2013(E)	New	levels	for	AAC	
profiles	(2013)

1.1.7　衛星伝送技術
8Kスーパーハイビジョン（SHV）衛星放送の実現に向けて、
衛星伝送技術および多重技術の研究を進めている。

■ 衛星放送伝送方式
12GHz帯を用いる超高精細度テレビジョン放送の衛星伝送
方式として、(一社)電波産業会(ARIB)標準規格である高度広
帯域衛星デジタル放送の伝送方式をもとに、ロールオフ率の
低減による高シンボルレート化および16APSK(Amplitude	and	
Phase	Shift	Keying)を導入した方式を、ARIBを通じて情報通
信審議会に提案した。
ロールオフ率0.01まで設定可能な送受信装置を試作し、
ARIBにおける伝送方式の実証実験でロールオフ率0.03、シン
ボルレート33.7561Mbaudの選定に寄与した。また、16APSK
適用時に衛星1中継器で100Mbpsを伝送可能な誤り訂正符号
のパラメーターとして符号化率7/9を設計し、方式として追加提
案した。
ARIBによる放送衛星N-SAT-110および	BSAT-3aを利用した
衛星伝送実験を主体的に進め、本方式による衛星伝送を確認し
た(図1)(1)。実験結果は、情報通信審議会放送システム委員会
の報告書に反映された。また、超高精細度テレビジョン衛星放
送の宅内配信方式を検討し、ARIBでの審議に寄与した。
これらの研究の一部は総務省の委託研究「周波数有効利用に
資する次世代放送基盤技術の研究開発」を受託して実施した。
また、8PSK(Phase	Shift	Keying)符号化変調の性能改善に

も取り組み、8PSKのシンボルに割り当てられたビットを入れ替
えてビットごとの誤り訂正能力を調整するハイブリッド集合分割
法を提案し、高度BS方式8PSK(符号化率3/4)よりも性能改善
が可能であることを示した。

■ 複数伝送路のための多重技術
視聴者の端末環境や伝送路の多様化に対応するとともに、
放送と通信の伝送路を意識せずコンテンツを利用できるシステ
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 図2　FPD一体型12スピーカーシステム

マーカーは上から順に
符号化率 9/10、7/8、5/6、4/5、7/9、
3/4、2/3、3/5、1/2、2/5、1/3
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　図1　ARIB衛星伝送実験　所要C/N対情報ビットレート

 図1　制作システムの機能検証実験の様子



ムの実現を目指して、複数伝送路のための多重技術の研究を進
めた。
単一の伝送路を前提としているMPEG-2	TS（Transport	
Stream）や、コンポーネントおよび制御情報の多重伝送に対応
しないRTP(Real-time	Transport	Protocol)	など従来のメディア
トランスポート方式では、複数の伝送路で伝送するコンポーネ
ントを同期して提示することなどが困難であった。一方、多重
技術の1つであるMMT（Moving	Picture	Experts	Group	Media	
Transport）は、放送による高精細映像と通信による映像・音声
や情報などのコンポーネントを容易かつ柔軟に組み合わせて提
示することが可能である。
各国に先がけて実用化を前提としたMMTを用いる次世代放
送システムの検討結果を国際会議等で示すとともに(2)、SHV衛
星放送システムの多重方式の一例として、試作システムにおいて
MMTの有用性を示した。
MMTによる放送システムを実現するためには、MMT用の制
御情報や、現在の放送システムで用いられている制御情報の移
行が必要である。これらの制御情報について検討し、その結果
が情報通信審議会放送システム委員会の報告書に反映された。
さらに、研究成果の国際標準化にも取り組み、提案の一部
はMPEGにおける新たなメディアトランスポート方式であるMMT
の国際規格ISO/IEC	23008-1に採用された。

■ 次世代衛星放送システム
12GHz帯衛星放送の右旋・左旋円偏波共用受信アンテナ給
電部として、マイクロストリップアレーアンテナの適用を検討し
た。4素子アレーをシーケンシャル配列することにより、25dB
を超える交差偏波識別度が得られることを計算機シミュレー

ションで確認した。
21GHz帯衛星放送用衛星中継器およびアンテナのエンジニ
アリングモデルの開発を進めた。21GHz帯広帯域BPF(Band	
Pass	Filter)、21GHz帯高出力TWT（Traveling	Wave	Tube）
を試作し、温度試験を実施した(3)。21GHz帯アレー給電イメー
ジングリフレクターアンテナを構成するビームフォーミングネッ
トワークの部分試作、32素子給電ホーンアレーの試作を行い、
電気特性を評価した。また、反射鏡の温度変動による鏡面ひず
みを解析した。この研究は総務省の委託研究「次世代衛星放送
システムのための周波数有効利用促進技術の研究開発」を受託
して実施した。
アレー給電部の導波管損失を低減するため、TWTと出力フィ
ルターを近接配置する場合の排熱方法の検討を進めた。TWT
とフィルターの熱ダミーによる熱真空試験を実施し、衛星筺体
への熱伝達を向上するため、発熱部と機器を搭載するパネルの
間に挿入するサーマルフィラーに固体形状の材料を適用すること
で、排熱性能が向上することを確認した。この研究は（独）宇宙
研究開発機構と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 鈴木，土田，松﨑，橋本，田中，池田，奥村: “ 超高精細度テ

レビジョン放送のための衛星デジタル放送の伝送方式　ARIB実
証実験，”	映情学技報，Vol.	38,	No.	14,	pp.	33-38	(2014)

(2)	 S.Aoki,	K.Otsuki	and	H.Hamada,	 “Effective	Usage	of	MMT	
in	Broadcasting	Systems,”	 IEEE	 International	Symposium	on	
Broadband	Multimedia	Systems	and	Broadcasting,	mm13-11	
(2013)	

(3)	 亀井，松崎，長坂，中澤，田中，池田：“21GHz帯放送衛星用出力フィ
ルタを構成する広帯域BPFの開発，”	信学総大，B-3-15（2014）

1.1.8　地上伝送技術
１つのチャンネルで、固定受信向けには8Kスーパーハイビジョ
ン（SHV）を、移動受信向けにはハイビジョンを放送できる次世
代地上放送の伝送技術の研究を進めている。

■ 固定受信向け伝送技術
SHVなどのサービスを地上放送で実現するため、伝送容
量を拡大する技術の研究を進めている。これまでにキャリア
シンボルの変調多値数を最大4096にまで拡大する超多値
OFDM(Orthogonal	Frequency	Division	Multiplexing)技術と、
水平・垂直の両偏波を同時に使用し、それぞれ異なる情報を伝
送する偏波MIMO(Multiple-Input	Multiple-Output)技術を組み
合わせた伝送技術を開発し、野外実験を行って基本的な伝送特
性を測定した。
2013年度は、2つの送信局が同一周波数でエリアをカバー
するSFN(Single	Frequency	Network)に、STC(Space	Time	
Coding)を用いた送信ダイバーシティー技術を応用することで、
2局の送信波が重なって受信されることで生じる劣化を軽減した
STC-SFNの送信環境でSHV信号を伝送し、技研公開で展示し
た。誤り訂正の高度化として、復調器でのLDPC(Low	Density	
Parity	Check)符号の復号処理に、行処理と列処理を繰り返す
たびに受信信号から対数尤度比を再推定するアルゴリズムを適
用するための回路設計を行うとともに、従来のLDPC符号を超
える性能が実現でき、対角上に非零要素が配置された検査行列
を特徴とする空間結合LDPC符号を検討し、様々な符号化率の

符号を考案して、計算機シミュレーションでその性能を確認した。
また、コンスタレーション上の信号点間距離が不均一なNUC
（Non	Uniform	Constellation）マッピングを検討し、従来の均一
なマッピングより低い所要C/Nが実現できることを計算機シミュ
レーションで確認した。さらに、伝送容量の拡大を目的に、信
号の帯域幅を約214kHz(1/28×6MHz)拡大するための回路設
計を進めた。

■ 人吉実験局を用いたSHV長距離伝送実験
熊本県人吉市にある人吉テレビ中継所に偏波MIMO伝送の実
験試験局（表１）を設置し、長距離のMIMO伝搬路特性測定を
開始した。
人吉市周辺の52地点で測定を行い、受信電界、遅延プロファ
イル、条件数等のデータを受信アンテナの高さを変えて取得し
た。そのうち30地点では、誤り率特性と所要C/Nも併せて測
定した。さらに、この実験試験局設備を利用して、世界初とな
るSHV長距離地上波伝送実験を実施した(1)。MPEG-4	AVC/
H.264方式で91Mbpsに圧縮・符号化したSHV信号を実験試
験局から送信し、27km離れた熊本県球磨郡湯前町の受信点で
SHV映像を復号・表示して、現行のデジタル放送のエリアと同
等の伝搬距離においてもSHVを安定に伝送できることを確認し
た（図1）。この研究は総務省の委託研究「周波数有効利用に資
する次世代放送基盤技術の研究開発」を受託して実施した。
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■ 移動受信向け伝送技術

移動受信向けの伝送要素技術の１つとして送受信アンテナが
各々2本の2×2	MIMO-OFDMを検討している。
2013年度は、送信アンテナから同じデータを符号化して送信
するSTC-MIMOと、送信アンテナから異なるデータを送信する
SDM(Space	Division	Multiplexing)-MIMOの移動受信特性に
ついて、計算機シミュレーションにより同じ伝送効率(1キャリア
あたりのビット数×誤り訂正符号化率)で比較した(2)。移動受信
環境下(最大ドップラー周波数20Hz)の場合、伝送効率3bit/Hz
を境に、STC-MIMOとSDM-MIMOで最適な方式が異なること
を明らかにし、またQR分解を用いた最尤復号法の復号順を入
れ替えた新たな復号法を提案した。これにより、SDM-MIMO
の特性が従来法より平均で0.9dB改善した(図2)。
MIMO伝送方式の場合、各送信アンテナから各受信アンテ
ナまでの伝搬路特性が類似していると、伝送特性が劣化する。
そこで、2013年度は、送信および受信の各々2つのアンテナを
離して設置した場合と同一場所に設置した場合の伝搬路特性を
見通し外の多い市街地走行環境で測定し、伝搬路特性の類似
度を表す空間相関を解析した。その結果、各々のアンテナの離
隔距離に関わらず空間相関値の中央値は0.2以下で、伝搬路特
性が相違していることが確認でき、MIMO伝送が有効であるこ

とを示した。
また、固定受信用と移動受信用の信号を周波数分割多重に
より多重化して伝送する方式を検討しているが、移動受信時に
ドップラー効果により生じるキャリア間干渉（ICI：Inter-Carrier-
Inference）による劣化を補償する必要がある。2013年度は、伝
搬路特性推定に基底展開モデルを適用し、ICI補償に確率伝
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　図2　STC-MIMOとSDM-MIMOの同じ伝送効率での
　　　　所要C/Nの比較

実験試験局

現在の地上デジタル放送
・変調方式64QAM
・１つの偏波のみ利用

今回の実験試験局（UHF46ch）
・超多値変調技術（4096QAM)
・２つの偏波を利用（偏波MIMO技術）

偏波共用受信アンテナ

4096QAM

64QAM
長距離（27km）

地上デジタル放送の2倍
地上デジタル放送の2倍

⇒大容量伝送の実現（現在の地上デジタル放送の約4倍）

偏波共用送信アンテナ

　図1　実験試験局と現在の地上デジタル放送の比較

項目

変調方式
占有周波数帯域幅
送信周波数
送信電力
キャリア変調
FFT size
ガードインターバル比

誤り訂正符号

送信場所

OFDM
5.57 MHz
671.142857 MHz (UHF 46ch)
水平偏波、垂直偏波とも10 W 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM,1024QAM, 4096QAM
8k, 16k, 32k, 64k 
1/8, 1/16, 1/32 
内符号: LDPC
符号化率 r=2/3, 3/4, 5/6
外符号: BCH
NHK人吉テレビ中継局に併設

仕様

 表1　実験試験局の諸元



搬法を適用した場合の移動受信特性について計算機シミュレー
ションを行った。従来の簡易的な伝搬路推定のみを行ったICI補
償なしの場合に比べて、100km/hにおける所要C/Nが3dB程度
改善できることを確認し、本補償方法の有効性を示した（図3）。

■ ATSC(Advanced Telev is ion Systems 
Committee) 3.0

ISDB-T（Integrated	 Services	Digital	 Broadcasting	 -	
Terrestrial）方式の特徴である階層伝送が可能なセグメント構
造を持つOFDM方式を基本とし、偏波MIMOおよびMISO、
4096QAMまでの超多値変調、空間結合LDPC符号、NUCマッ
ピング、偏波間インターリーブおよび拡散、時空間符号化SFN
などの要素技術を盛り込んだ伝送方式を、米国の次世代地上デ
ジタル放送方式であるATSC3.0に提案し(3)、その規格化活動
に寄与した。

〔参考文献〕
(1)	 NHK	INFORMATION	技術情報：“ 8Kスーパーハイビジョン地

上波での長距離伝送実験に成功，”	http://www.nhk.or.jp/pr/
marukaji/pdf_ver/363.pdf

(2)	 成清，宮坂，中村，実井，高田：“時空間MIMOと空間多重
MIMOの移動受信における伝送特性の計算機シミュレーションに
よる比較，”	映情学技報，Vol.38，	No.5，pp.113-116	(2014)

(3)	 ATSC：“	Summaries	of	Responses	 to	ATSC	3.0	Physical	
Layer	Call	 for	Proposals，”	http://www.atsc.org/cms/index.
php/the-news/	327-summaries-of-responses-to-atsc-30-
physical-layer-call-for-proposals

1.1.9　有線伝送技術

■ 非圧縮SHV信号の光伝送
放送局内・局間や中継先から放送局へなどの８Ｋスーパーハ
イビジョン（SHV）番組素材伝送において、映像の圧縮による
遅延や画質劣化を避けるため非圧縮信号による光ファイバー伝
送システムの研究を進めている。
2013年度は、フル解像度SHV信号	（72	Gbps）を8波長多重

（１つの波長当たり10Gbps）で伝送する方式を開発した。光ファ
イバーによる長距離伝送では、雑音やひずみによって信号品質
が劣化し、受信信号に誤りが生じやすくなる。より長距離の伝
送を可能にするため、誤り訂正符号を付加する技術を開発した。
これにより、伝送距離を、これまでの約80	kmから約100	km
に延ばせることを確認した。
イーサネット網によるSHVの伝送システムの研究については、
2013年度は受信機で再生する映像クロックのジッターを低減す
る制御法を開発し、シミュレーションと10ギガビット・イーサネッ
ト（10GE）を用いた実験でその有効性を実証した。

さらに、（一社）電波産業会（ARIB）超高精細度TVスタジオ設
備開発部会機器間インタフェース検討作業班でのSHVの機器
間インタフェースの検討に寄与した。

■ SHVのケーブルテレビ伝送技術
SHV信号を分割して複数のチャンネルで伝送することにより、
同軸ケーブルを用いている現在のケーブルテレビでも配信できる
複数搬送波伝送方式(1)の研究を進めている。2013年度は、正
しく受信するための制御情報等の設計を行った。さらに、研究
成果を、（一社）日本CATV技術協会（JCTEA）に提案した。
また、FTTH(Fiber	 to	 the	home)によるデジタル放送の家庭
への配信手段として、複数のデジタル放送をベースバンド信号
のまま時分割多重して、光ファイバー伝送する方式の開発も進
め、2013年度は複数のSHV信号などを10GEの技術を応用し
て光伝送する実験装置を試作した。

〔参考文献〕
(1)	 Y.	Hakamada,	N.	Nakamura,	T.	Kurakake,	T.	Kusakabe	and	K.	

Oyamada：	“UHDTV	(8K)	Distribution	Technology	and	Field	
Trial	on	Cable	Television	Networks,”　ITE	Trans.	on	MTA,	Vol.	
2,	No.	1,	pp.	2-7	(2014)
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　図3　キャリア間干渉補償による特性改善

受信機

送信機

再生した映像信号

再生映像信号用
クロック周波数

イーサネットを用いた
映像信号伝送装置

 図1　イーサネット伝送におけるクロック再生制御実験



2.1　立体映像

2.1.1　インテグラル立体テレビ
自然で見やすく、特別なメガネが不要な立体テレビの実現を
目指して、空間像再生型の1つであるインテグラル方式の研究を
進めている。2013年度は、立体像の高品質化および立体像の
再現品質について検討した。

■ 立体像の高品質化
インテグラル方式の高品質化には、撮像と表示の双方で、通
常の２次元の映像装置より多くの画素数が必要となる。複数台
の映像装置を並べて配置することにより、システム全体として多
画素の映像装置を構築する方法について検討した。撮像側では、
撮像素子とレンズアレーを組み合わせたものを2式用いて装置を
多画素化した。この構成では、撮像素子どうしの隙間での情報
の欠落や、輝度レベルの差が問題となるため、欠落した情報を
補間し、輝度レベルの差を抑圧する処理を適用することで、撮
像素子2枚分に相当する多画素化を実現した(1)。表示側では、4
台のプロジェクターで構成された装置（図1）を試作した。各プロ
ジェクターから投射される映像のひずみを、射影変換とアフィン
変換を用いて補正することで、水平方向に約2.5倍、垂直方向
に約2倍に視域（立体像を観ることのできる範囲）を拡大できる
ことを確認した(2)。
これらの研究の一部は、総務省の委託研究「複合撮像面を用

いた空間情報取得システムの研究開発」を受託して実施した。
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2	 立体映像
次世代の超高臨場感放送を見据えて、特別なメガネ

が不要で自然で見やすい立体テレビの研究開発を進め
ている。

撮影と表示の双方に微小なレンズを多数並べたレン
ズアレーを用いるインテグラル方式では、高品質な立
体像を生成するために、多画素の映像装置が必要とな
る。2011年にスーパーハイビジョンの2倍の解像度を
持つ走査線8000本級の映像システムをベースにした
撮像装置と表示装置を試作し、2012年度から、さら
なる高解像度化と広視域化に向けて要素技術の研究
に取り組んでいる。2013年度は、撮像方式の研究と
して、複数のカメラを用いて視域を分割して撮像する
装置、レンズアレーと撮像素子を密着させて小型化し
た装置の試作を進めた。表示方式では、小型のプロ
ジェクターを複数組み合わせて視域を拡大する技術や
複数の平面ディスプレーを用いて大画面化を図る技術
の基礎検討を行った。

2012年度に開始したインテグラル立体像の再現品
質に関する研究では、立体像に対する眼のピント調節
応答を測定する実験を行い、立体像の奥行き位置に
追従してピント調節が働くことを確かめた。また、レン

ズアレーのレンズ間隔や焦点距離などの表示パラメー
ターと解像度の関係について、計算機シミュレーショ
ンによる主観評価実験を行い、立体像の奥行き位置
と解像度に関する基礎データを取得した。

2013年7月に、MPEG-FTV (Free-viewpoint Television) 
アドホックグループの活動が始まり、インテグラル方
式に関係する符号化方式も検討対象になった。これに
合わせて、インテグラル方式の符号化技術に関する基
礎検討を開始し、標準化活動に参加することとした。

多視点映像の研究については、2012年度から複数
のカメラの映像から被写体の3次元情報を取得し、イ
ンテグラル立体像を生成する技術や映像制作への応
用に関する研究を進めている。2013年度は、複数の
カメラと赤外線カメラを組み合わせたカメラアレーを
構築し、3次元情報の精度改善に向けた研究を進めた。
また、多視点ロボットカメラの撮影映像からインテグ
ラル立体像を生成する実験を行うとともに、処理の安
定化と高速化を図り、スポーツ生中継での番組利用を
実現した。

　図１　4台のプロジェクターを用いた
　　　　インテグラル表示装置

レンズアレー

プロジェクター
（４台）



■ 立体像の再現品質
2012年度から、インテグラル方式によって再現された立体像
の品質に関する検討を開始した。インテグラル方式は被写体か
らの光線を再現することで被写体と等価な立体像を空中に結像
させる立体方式である。この方式で再生された立体像を観察し
た時の眼球のピント調節は、実物を観察した場合と同じように、
立体像の奥行き位置と一致すると言われており、人間の視覚機
能に負担をかけない立体方式として期待されている。
ピント調節位置と立体像の奥行き位置の関係を検証するため
に、2012年度に、インテグラル方式による立体像を両眼で観察
した時の眼球のピント調節応答を測定し、立体像の奥行き位置
にピント調節が追従することを確認した。一方、モノを注視し
た時に、視線が注視点に向くように左右の眼球が動くことによ
りピント調節位置も注視点に誘導されることが知られている。こ
の要因を排除するため、2013年度は、単眼でインテグラル立体
像を観察した場合の調節応答を測定した結果、単眼視において
もインテグラル方式で奥行き位置の変化に対して調節が追従す
る傾向が確認できた(3)。
インテグラル方式の表示パラメーターに対する立体像の再現
品質の評価について、レンズアレーにより生成される光学像（要

素画像）の表示面の画素間隔をパラメーターとして、インテグ
ラル立体像の奥行き位置に対する画質の主観評価実験を行い、
画素間隔と奥行き再生範囲の関係を求めるための基礎データを
取得した。今後はパラメーターの可変範囲をさらに拡大した評
価実験を行い、画素間隔と奥行き再現範囲の関係を調べる。
2013年度から、インテグラル方式の符号化技術について基
礎検討を開始し、インテグラル方式の符号化も検討対象とする
MPEG-FTVアドホックグループの標準化活動に参加することと
した。

〔参考文献〕
(1)	 日浦，山下，洗井：“2枚の撮像素子によるインテグラル立体映像

の撮像領域の拡大，”映情学技報，Vol.	38,	No.11,	pp.	27-30	
(2014)

(2)	 岡市，日浦，三浦，洗井：“歪み補正手法を用いた複数のプロジェ
クタによるインテグラル立体映像表示，”	映情学年次大，11-5	
(2013)

(3)	 H.	Hiura，T.	Mishina，J.	Arai	and	Y.	Iwadate:“Accommodation	
response	measurements	for	integral	3D	image，”	Proc.	SPIE，	
Vol.9011，9011-48	(2014)

2.1.2　多視点映像からの立体コンテンツ生成
インテグラル方式において、遠方の被写体や大きな被写体な
ど、光学的手法では撮影することが難しい被写体のインテグラ
ル立体像を取得する手法について検討を進めている。
2012年度は赤外線パターンを照射した被写体を、2台の赤外
線カメラと2台のカラーカメラで構成されるカメラアレー（図1）で
撮影し、距離情報を推定する手法を検討した。2013年度は、
推定時に用いる2次元平滑フィルターを時間方向に拡張して、
距離推定の安定化と推定精度の改善を図った(1)。また、複数の
カメラアレーから推定した距離情報を統合し、3次元モデルを生
成する手法を検討した。
2011年度から検討を進めている多視点映像から被写体の3
次元モデルを生成する手法について、2013年度は、多視点映
像から取得した距離推定結果に対して信頼度を評価し、推定エ
ラーが生じていない領域を組み合わせることにより3次元モデル
の生成精度を向上させる手法を開発した(2)。これにより、距離
推定エラーが低減され、多視点ロボットカメラ(3)で撮影された多
視点映像からズーム、パンフォローなどのカメラワークがついた
インテグラル立体像の生成が可能となった。
多視点ロボットカメラについては、2012年度にカメラ校正に
特殊なパターンを必要としない弱校正手法を導入した。2013年
度はカメラ校正の精度をさらに向上させ、より安定したカメラ校
正が可能となった。NHK杯フィギュアスケート中継では、この
多視点ロボットカメラを用いた“ぐるっとビジョン”（あたかも1台
のカメラが被写体の周りを回りこむように撮影した映像）が番組
制作に活用された。

〔参考文献〕
(1)	 K.	Hisatomi,	 K.	 Ikeya,	M.	 Katayama,	 Y.	 Iwadate	 and	K.	

Aizawa:“Depth	Estimation	 by	Cost	Volume	with	Spatial-
temporal	Cross-based	Local	Multipoint	Filter	using	Projecting	
Infrared	Patterns,”	European	Conference	on	Visual	Media	
Production	(CVMP),	IO	(2013)

(2)		池谷，久富，片山，岩舘：“多視点映像からのインテグラル立体
像生成手法～スポーツシーンの３次元モデル生成と立体映像変換
～，”	映情学誌，Vol.67，No.7，pp.J229-J240（2013）

(3)		 K.	 Ikeya,	K.	Hisatomi,	M.	Katayama	and	Y.	 Iwadate:	 “Multi-
Viewpoint	Robotic	Camera	System,”	第16回画像の認識・理解
シンポジウム論文集,	OS4-5	(2013)
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3.1	 放送と通信の連携技術

3.1.1　ハイブリッドキャスト
放送と通信ネットワークの特徴を生かし、柔軟性、拡張性に
富み、新しいサービスを展開可能なハイブリッドキャストの研究
を進めている。2013年度は、ハイブリッドキャストの実用化対
応、さらなる高度化に向けた研究開発、規格化・標準化対応す
るとともに、技研公開を始めとする国内外で展示し、ハイブリッ
ドキャストのアピールに努めた。

■ ハイブリッドキャスト実用化対応
2013年3月には(一社)IPTVフォーラムでハイブリッドキャスト
技術仕様第1版(1)(2)(3)が発行され、さらに受信機実装のための細
部の規定（運用規定）の作成および規格化が進められた。これ
を受けて6月には一部メーカーがハイブリッドキャスト対応テレビ
の発売を開始する中、NHKは、2013年9月に独立型サービス（図
1）を、12月には番組連動型サービス、タブレット連携サービス
を開始した。技研は、関連部局によるハイブリッドキャスト推進
プロジェクトに参加し、NHKで実施するサービス、設備整備、

技研では放送と通信の特長を生かし、番組の価値
を高める新たな放送サービスの実現に向けて、放送通
信連携技術の研究開発を進めた。

ハイブリッドキャストについては、(一社)IPTVフォー
ラムにおける標準化作業に参画し、2013年3月にハイ
ブリッドキャスト技術仕様第1版が発行された。この仕
様に基づくテレビ受信機も販売され、NHKは9月から
サービスを開始した。技研では、さらなる高機能化と
8Kスーパーハイビジョン放送への適用に向けた研究開
発に取り組むとともに、IPTVフォーラムにおける次期
技術仕様の標準化作業を進めた。

より魅力的な放送通信連携サービスの提供に向け
て、番組情報やSNS（Social Networking Service）
の活用技術についても研究開発を進めた。放送局が
持つ番組情報をオープンデータとリンクを付けること
で、インターネットユーザーをさまざまな番組や関連す
るサービスへ案内する手法や、SNSユーザーの視聴
傾向を分析し、これを元に番組視聴を促進する手法を
検討した。また、SNSを用いてユーザー間がコミュニ
ケーションを行う環境下で、CGコンテンツの派生・創作・
共有を行うシステムを開発した。さらに、視聴者の番
組視聴状況を取得し、視聴者の興味内容を推定する
ことで視聴者の好みに合わせて番組関連情報を提供
する技術についても研究を進めた。番組注視状態を

識別する手法の開発とこれを適用した視聴状況取得シ
ステムを試作し、評価実験により注視状態と興味内容
推定の関係について調査した。

放送通信連携サービスの利便性を向上するととも
に、安全・安心にサービスを提供するための技術開
発も進めた。放送サービスと通信サービスの異なるラ
イセンス管理を統合的な仕組みで制御する新たな認
可方式を開発した。また、次世代CAS（Conditional 
Access System）については、検証システムの開発を
進めるとともに、情報通信審議会における標準化に
寄与した。更に、より安全で確実なサービスを提供す
るための暗号技術として、クラウドに個人情報を安全
に保管しつつ、条件を満足する事業者のみが復号でき
る属性ベース暗号方式や、鍵の所有者を追跡できるコ
ンテンツ保護用の暗号化方式の開発を進めた。

ネットワークを利用した番組配信技術の研究として、
過去に放送した番組をネットワークを介して簡単にタ
イムシフト視聴できる分散サーバー放送システムの開
発や、放送コンテンツに同期して通信路経由で情報
を配信するプッシュ型配信制御技術、さらに、通信
を使って効率的にライブ映像を配信する技術として、
P2P(Peer-to-Peer)配 信 とCDN(Contents Delivery 
Network）配信を連携動作させるライブ配信システム
の開発を進めた。
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　図1　独立型サービス例



運用などを検討することで、2013年9月のサービスインを着実
に実施できるよう支援した。
サービス開始に先立ち、2013年度の技研公開では受信機メー
カーや通信事業者の協力を得て、ハイブリッドキャスト技術仕
様第1版に準拠した受信機を開発し、民放、有料放送事業者と
ともに多彩なサービスを実演してハイブリッドキャストの有効性
を示した。ホーム画面、アクティブ番組表、スクロールニュース、
TV60みのがし・なつかしなどの独立型サービスのほか、番組
連動型サービスとして、お絵かきアプリ	（図2）、楽器演奏アプ
リ（図3）、多言語吹き出しサービス、テレビノートなど、テレビ
とタブレット端末との連携機能や番組の進行に同期した将来の
サービスなどを展示し、ハイブリッドキャストの理解促進に努め
るとともに多様なサービスの実現可能性を示した。民間放送事
業者の協力による、民放のハイブリッドキャストサービス事例な
ども展示した(4)。
ハイブリッドキャストの普及とサービスの発展には幅広いアプ
リ制作者が参加できる環境も重要である。ハイブリッドキャスト
アプリの開発環境の１つとして、アプリ制作支援ツール（図4）

を開発した(5)。ハイブリッドキャストのアプリはHTML5で記述
するため、汎用のHTMLオーサリングツールがアプリ開発に使
用可能であるが、ハイブリッドキャストの拡張機能も含めた動作
確認（試写）には専用システムが必要である。そこで、番組連動
や携帯端末と連携する機能などをパソコン1台で試写できるアプ
リ制作支援ツールを開発し、技研公開で展示した。

■ ハイブリッドキャスト高度化への取り組み
ハイブリッドキャストのさらなる高度化へ向けた取り組みとし
て、ハイブリッドキャスト高機能化のための技術仕様（フェーズ2）
の検討、ならびに8Kハイブリッドキャストの研究開発を進めた。
フェーズ2の新しい機能として、様々なサービス事業者の参入
を可能にする放送外マネージドアプリのシステムモデル、録画再
生機能への対応、タイムスタンプを利用した高精度同期方式、
端末連携インターフェースの高機能化などを検討した。
放送外マネージドアプリのシステム検討のために開発したアプ
リ配信管理システム（図5）には、アプリの登録、配信のほか、
アプリの正当性を保証するアプリ認証のための署名鍵発行など
の機能を実装した。今後、放送事業者以外のサービス事業者が
アプリ提供に参加する場合のシステムモデルの一例を技研公開
で展示した。
8Kハイブリッドキャストについては、2020年に本放送開
始を目指している8Kスーパーハイビジョン（SHV）放送を前提
に、高精細・大画面の特徴を生かした将来のハイブリッドキャ
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タブレット端末画面

　図2　技研公開でのハイブリッドキャストサービス例
　　　　（お絵かきアプリ）

タブレット
端末

TV画面

　図3　技研公開でのハイブリッドキャストサービス例
　　　　（楽器演奏アプリ）

アプリ試写ウィンドウ試写管理ウィンドウ

　図4　アプリ制作支援ツール

　図5　アプリ配信管理システム



ストサービス例（図6）について検討した。マラソン中継を例に
して大画面上に高精細な地図を表示し、地図上で位置を確認
しながら、放送や通信で提供されるマルチ映像やSNS	(Social	
Networking	Service)のつぶやきなどを複数のウィンドウで画面
上に同時に表示できることを技研公開で展示した。
また、関連部局とともに8Kハイブリッドキャストと密接に関
連するSHVデータ放送の方式検討を行い、MMT（MPEG　
Media　Transport）をベースとしたプロトコルスタックのレファレ
ンスモデルやデータ符号化・伝送方式、字幕・文字スーパー方
式の設計を進めた。

■ ハイブリッドキャストの規格化・標準化対応
ITU-Rでは、ハイブリッド放送の一般要求条件および技術

要求条件の新勧告案作成に寄与するとともに、ハイブリッド
キャストを始め、欧州HbbTVなど、世界のハイブリッド放送の
新レポート案を作成した。FOBTV（Future	of	Broadcasting	
Television）では、これまでに提出されたユースケースをもとにし
たシステムモデルの検討に参加した。HTML5の規格化を進め
ているW3C（World	Wide	Web	Consortium）においては、総
会 で あ るTPAC（Technical	Plenary	/	Advisory	Committee	
Meeting）会議で、NHKから2013年3月のIPTVフォーラムでの
ハイブリッドキャスト仕様策定と、同年9月からのサービス開始
状況などを報告し、ハイブリッドキャストの優位性を発信した。
さらに、国内での規格化対応においてはIPTVフォーラムでのシ
ステム仕様、HTML5ブラウザー仕様の第1版策定に続けて、よ
り高度なサービス実現に向けたフェーズ2の標準化作業を進め
た。
今後は、ハイブリッドキャストの高度化、フェーズ2の実現に
向けての検討、規格化対応、更にSHV時代の放送通信連携サー
ビスの検討、試作および、8Kを含むSHVデータ放送規格化な
どを進めていく。

〔参考文献〕
(1)	 IPTVフォーラム：“放送通信連携システム仕様1.0版，”IPTVFJ	

STD-0010(2013)
(2)	 IPTVフォーラム：“HTML5ブラウザ仕様1.0版，”IPTVFJ	STD-

0011(2013)
(3)	 武智：“ハイブリッドキャストの技術仕様とその最新動向，”NHK技

研R&D，No.142，pp.12-19（2013）
(4)	 馬場，大亦，松村，武智，砂崎：“技研公開2013におけるハイブ

リッドキャストサービスの試作，”映情学技報，Vol.37，No.41，
pp.17-20（2013）

(5)	 真島，松村，広中：“ハイブリッドキャストアプリ制作・配信システ
ムの開発，”NHK技研R&D，No.142，pp.20-27（2013）

3.1.2　SNS、番組視聴解析
より魅力的な放送通信連携サービスの提供を目指して、番組
情報やSNS(Social	Networking	Service)の活用技術の研究開
発を進めた。

■コンテンツ情報ネットワークの研究
放送局が持つ番組情報や関連情報を活用して、インターネッ
トユーザーを１つの番組からさまざまなサービスや別の番組へ案
内したり、SNSを利用してコミュニティーを形成し視聴を盛り上
げる手法を検討した。
EPG	(Electronic	Program	Guide)に含まれる番組情報を
LOD	(Linked	Open	Data)形式に変換し、国立国会図書館典拠
データやtwitterなどオープンデータとリンク付け、番組と関連情
報やソーシャル情報を関係付ける手法を考案し(1)、ウェブベース
の可視化によりユーザーを１つの番組から他の関連する番組や
情報に案内するアプリケーションを試作した(図1）。
ユーザーの行動分析でも、2011年度のソーシャルテレビプラッ
トフォーム“teleda”実験のデータを詳細に分析し、自分の好みを
優先し利用するユーザーと、他者の行動に影響を受けるユーザー
など複数タイプの存在を明らかにし、サービスデザイン指針を示
した。
また、twitterの書き込みから、視聴時間帯や視聴番組など視
聴傾向を推定しユーザーを分類する手法を考案した。この分類
を元にSNS上で影響力のあるユーザーに効果的な番組リコメン

ドサービスを提供することで、SNSユーザーの番組視聴の促進
が期待できる。
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　図6　8Kハイブリッドキャストのサービス例 
　　　　（マラソン中継）

　図1　オープンデータによる番組関連情報ナビアプリ



■ 映像コンテンツ制作仮想化の研究

インターネットユーザーが簡単に映像コンテンツを制作するた
めのシステムとして、サーバー側で映像を生成することを基本と
した映像コンテンツ制作仮想化の研究を進めた。
SNSを使うユーザーがネットワーク上のサーバーを利用して、
映像制作を介してコミュニケーションする「SNS型CG映像コン
テンツN次創作システム」（図2）を構築し、技研公開で展示し
た。このシステムでは、あるユーザーが投稿したコンテンツを基
に、他のユーザーが派生コンテンツを創作するN次創作により、
みんなで共有して楽しむことができる。コンテンツ制作のプロセ
スを管理し、GUI（Graphical	User	Interface）を使ってユーザー
が容易に手順や素材を変更して派生コンテンツを制作できる。
サンプルコンテンツの充実を図った後、100人規模の実証実験
を行い、システムと手法の有効性を確認した。またハイブリッ
ドキャストとの連携では、端末側で手話CGアニメーションを放
送と連動して表示するシステムを構築し、技研公開で展示した。
WebGLを使った簡易なTVML(TV	program	Making	Language)
プレイヤーを開発し、端末側に特別なソフトをインストールする
ことなく、放送に連動して送られるTVMLスクリプトをリアルタ
イムに再生できる。
CG生成エンジンの高機能化にも取り組み、最新のグラフィッ
クスライブラリーを使った新しいTVMLプレイヤーを開発した。
処理の高速化による表示キャラクターの増大、半透明表示の高
品質化などを実現した。

■ 番組の視聴状況取得と解析技術の研究

視聴者の好みに合わせて番組関連情報を提供するサービスの
実現を目指して、視聴状況の取得技術と視聴者の興味内容推
定技術の研究を進めている。
視聴者の視聴状況を取得するために、“体の動き”と“頭の向き”
を計測し、機械学習で注視状態か否かを識別する手法を開発し、
高い精度で注視状態を判定できることを実験により確認した(3)。
また、表情認識の推定技術の開発では、表情強度から顔表情
を推定する手法とベイズ推定を融合した新たな手法を開発し、
顔表情の認識精度を向上させた。注視状態推定手法の研究は
東京都市大と、顔表情認識手法の研究は東京大学と共同で実
施した。また、注視状態推定手法の研究の一部は、総務省の
委託研究「戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE)」を受
託して実施した。
注視状態の推定手法を搭載した視聴状況取得システムを試作
し(図3）、テレビ視聴実験を行い注視状態と興味内容推定の関
係を調べた。解析の結果、注視時の字幕データから各人の興味
内容を推定できる可能性を確認した。さらに、Wikipedia	のカ
テゴリー情報を基に人為的に作成したグループ化情報で、その
グループに属したキーワードだけを字幕データから選択的に抽出
する手法を開発し、一般に視聴者が興味を持つ傾向にある人名、
場所などを特定するキーワードの選択的な抽出が可能になった。

〔参考文献〕
(1)	 有安，中川：“LODを用いた番組情報ネットワーク形成手法の提案，”

第12回情報科学技術フォーラム講演論文集No.2，F-035	(2013)
(2)		道家，金子，井上：“容易な派生創作の連鎖を可能とするSNS型

映像コンテンツ創作システム，”	映情学年次大，	2-3	(2013)
(3)		 Takahashi，	Clippingdale，	Okuda，	Yamanouchi，	Naemura	and	

Shibata:	“Automatic	rating	of	video	contents	based	on	viewer’
s	behaviors	in	living	space，”	SITIS2013，	p.6-13	(2013)

3.1.3　セキュリティー基盤
放送・通信連携サービスの更なる高度化を目指し、放送通
信統合型認証連携技術、次世代CAS	（Conditional	Access	
System）技術、暗号技術、端末連携技術の研究を進めている。

■ 放送通信統合型認証連携技術
放送と通信の各サービスで用いられているライセンス管理方式

を連携させ、個人向けサービスを安全かつ簡便に利用するため
の認証連携技術の研究開発を進めた。
コンテンツの利用を契約者のみに制限するためのアクセス制
御およびコンテンツ保護方式は、伝送路や端末ごとに異なる方
式が用いられており、同一コンテンツを異なる利用環境で視聴
する場合には、それぞれのサービスに応じた個別の契約管理が
必要であった。そこで、放送サービスの限定受信方式と通信サー
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　図2　SNS型CG映像コンテンツN次創作システム

　図3　注視状態推定システムの処理例



ビスの著作権保護方式の異なるライセンス管理を、統合的な仕
組みで制御する新たな認可方式を導入したライセンス配信管理
システムを開発した(1)。本方式に基づくライセンス配信管理シス
テムのプロトタイプを、技研公開で展示した（図1）。このシステ
ムにより、1回のユーザー認証で、取得したコンテンツの視聴権
限を放送と通信の各サービスで引き継いでライセンス配信管理
を行うことが可能となる。また、本開発成果の実用化に向け、
民間規格における次世代CASの標準化に寄与した。
外部の認証サービスと連携しながら視聴番組への興味関心を
効率良く収集する手法を用いて個人向けサービスを安全に提供
する検証システム「テレビノート」を開発し、ハイブリッドキャス
トのサービスモデルとして技研公開で示し、本手法の有効性と
システムの実現性を明らかにした。さらに、認証フレームワーク
の実サービスへの適用に向け、認可システムや端末連携手法の
基本仕様を検討した。

■ 次世代CAS技術
2016年のSHV試験放送の実施に向けて、次世代CASの早
期実現を目指した研究開発を進めた。
2013年度は、次世代CAS検証システム等の開発を進めると
ともに、情報通信審議会における超高精細度テレビジョン放送
システムにおける限定受信方式（スクランブルサブシステムと関
連情報サブシステム）の標準化に寄与した。スクランブルサブシ
ステムについては、送信側でスクランブルの暗号アルゴリズムを
指定できる方式とし、契約情報等を管理する関連情報サブシス
テムについては、現行サービスのアクセス制御機能との整合性
を考慮し、現行の3重鍵方式を採用することとした。安全性の
維持・改善に関する要求条件を踏まえ、放送や通信を使って関
連情報の処理に関わる受信機側のソフトウェアを更新するダウ
ンローダブルCAS方式を提案した。これらの方式は、情報通信
審議会放送システム委員会報告の採用条件として採用され、一
部答申に反映された。

■ 放送通信連携サービス用暗号アルゴリズム
ハイブリッドキャストをはじめとする放送通信連携サービスの
高度化に向けて、安全で確実なサービス提供に利用できる暗号
技術の研究を進めた。
視聴者の嗜好に応じた個別のサービスを行うためには視聴者
の情報を事業者に送る必要がある。また、視聴者が予期してい
ないサービスを受ける際には、未知の事業者からのサービス提
供が想定される。これらの実現に向けては、視聴者の情報をク
ラウド上に保管することが効率的である。視聴者個人の情報を
保護するため、情報を暗号化し、事業者の信頼度や、ユーザー
評価などの属性に基づいた開示条件を視聴者が設定し、条件を
満足する事業者のみが復号できる属性ベース暗号方式の研究を
進めた(2)。属性の記述方法を改良することで、暗号文や秘密鍵
のサイズが小さい方式を開発した。また、コンピューター上に実
装して評価し、実装上の課題を明らかにした。この研究は、（独）
産業技術総合研究所と共同で実施した。
コンテンツを保護する暗号方式の研究を進め、復号する鍵が
不正にコピーされた場合に備え、鍵の所有者を追跡できる暗号
方式とその運用方法を開発した。また、放送用スクランブル方
式の危たい化に備え、既存の受信機でも新たな受信機でも放送
を受信でき、伝送容量もほとんど増加しないスクランブル方式の
更新方法を開発した。

■ 端末連携サービス用インタラクティブコンテンツ技術
テレビ画面を携帯端末の内蔵カメラを用いて撮影し、携帯端
末上で加工して利用することで、放送コンテンツをテレビ画面
外に拡張する放送通信連携技術（Augmented	TV）の研究を進
めた。撮影したテレビ画面に対して番組に連動するキャラクター
等のコンピューターグラフィックス（CG）を高精度に同期させて
表示することで、新たな視聴体験を提供できる。
2013年度は、番 組制作記述言語TVML（TV	program	
Making	Language）を利用し、携帯端末に表示される仮想的な
空間内で、番組とこれに連動するCGを統合的かつ簡便に制作
し、提示するシステムを構築した(3)。また、時刻情報を図形化し
た「同期用マーカー」を放送コンテンツに表示させ、携帯端末で
これを撮影することにより、両コンテンツをフレーム単位（誤差
0.03秒以下）で高精度に同期させることを可能とした。

〔参考文献〕
(1)	 山村，西本，藤井：“ライセンス配信制御のための認可システムの

開発	-	CAS/DRMへの適用	-，”映情学年次大，18-11（2013）
(2)	 アッタラパドゥン，花岡，小川，大竹，渡辺，山田：“暗号文ポリ

シー区間属性暗号，”	暗号と情報セキュリティシンポジウム，2E4-
1	(2014)

(3)	 川喜田，金子，井上，藤井，中川：“番組連動型3DCGコンテン
ツの柔軟な制作環境	 -	Augmented	TVのシステムアーキテク
チャー	-，”映情学年次大，2-5（2013）

3.1.4　IP 配信技術
ネットワークを利用した番組配信の実現に向けて、ネットワー
ク上での放送コンテンツ提供に向けた分散サーバー放送システ
ムの研究と、将来の放送通信連携サービスへの適用に向けたIP
配信技術の研究を進めている。

■ 分散サーバー放送システムの研究
過去に放送した大量の番組をネットワークを介していつでも気
軽にタイムシフト視聴の実現を目指し、放送コンテンツの蓄積、
加工、配信などをネットワークに分散された多数のサーバーで行
う分散サーバー放送システムの研究を進めている。
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　 図1　放送通信統合型のアクセス制御システム



2013年度は、2012年度に試作したタイムザッピングシステム
を発展させ、放送番組を時刻方向にザッピングできることに加
えて、出演者名などのタグでもザッピングが可能なシステムを開
発した。放送時刻をIDとして放送番組の映像、音声、関連情
報などを蓄積、取得できる分散ファイルシステムをベースに、放
送時刻に関連付けたタグを管理するためのデータベースを新た
に開発し、このファイルシステムに導入した。これにより、映像
や音声の再生に同期して関連するタグを高速に取得することが
可能となり、ザッピングをストレスなく操作できるようになった。
また、タイムザッピング用の時刻情報に加え、視聴中の番組に
関連するタグをユーザーに分かりやすく提示する機能をもつ番組
閲覧プレーヤーを開発した（図1）。さらに、新たに開発したタイ
ムザッピングシステムにおいて、放送時刻やタグ単位の視聴状
況を取得するための基礎システムとして、フレーム単位の視聴量
の収集と可視化ができる視聴ログ収集システムを開発した。
加えて、分散ファイルシステムに蓄積した番組を、視聴端末
の表示性能に合わせて、サーバー側で個別に解像度変換して配
信する番組視聴システムの開発を進めた。

■ 放送通信連携コンテンツ配信技術
将来の放送通信連携サービスへの適用に向けて、放送コンテ
ンツの各映像フレームに合成表示する情報を、通信路経由で高
精度に同期配信することを目指した、プッシュ型配信制御技術
（図2）の研究を進めた。
2012年度からは、多数の視聴者に対して情報が同時刻に到
達するよう、配信サーバー側の情報送出タイミングを制御する
配信手法の検討を開始した。2013年度は、実ネットワークに近

い環境下で、周期的に配信される情報の到達タイミングのずれ
（ジッター）を小さく抑える配信制御手法を考案し、この手法を
大規模配信に適用した際のジッター抑圧効果をシミュレーショ
ンにより確認した(1)。

■ P2P-CDN連携ライブ配信技術
2012年のロンドン五輪でのライブ映像配信実験の結果を踏
まえて、P2P（Peer-to-Peer）配信とCDN（Contents	Delivery	
Network）配信を連携動作させるライブ配信システムを開発した
（図3）。このライブ配信システムでは、配信支援サーバーを設置
することにより、P2P配信に対応しない端末も、P2P受信端末
からのライブ映像を受信できるようにした。また、配信支援サー
バーを用いて、P2P受信端末とCDN受信端末との間の映像再
生タイミングのずれを抑圧する方式を開発した。開発したシステ
ムを商用クラウド上に実装して評価実験を行い、正常に動作す
ることを確認した(2)。

〔参考文献〕
(1)	 田中，西村，遠藤：“放送通信同期合成のための通信コンテンツの

プッシュ配信制御方式における基準RTTの決定方法に関する一考
察，”	信学総大，	B-6-38　(2014)

(2)	 西村，田中，遠藤	：	“P2P-CDN連携型ライブ配信システムの開発，”
映情学冬大，12-9	(2013)
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　 図1　タイムザッピングシステムの番組閲覧プレーヤー
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　 図３　　P2P−CDN連携型ライブ配信システム
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　 図2　プッシュ型配信制御技術の適用例



4.1　人にやさしい情報提示

視覚や聴覚に障害のある人も放送を楽しんでいただくために、
人にやさしい情報メディアの研究に取り組んでいる。

■ 非言語情報の触力覚提示技術の研究
視覚に障害のある人に、図や美術品の形状など、言葉では表
現が難しい２次元、３次元情報を触覚や力覚で伝える技術の
研究を進めている。
２次元情報の触覚提示のうち、触覚ディスプレー上の任意の
箇所を異なる振動で提示して図やグラフなどの理解促進につな
げる方法では、面単位の振動に加え線分単位の振動を可能とす
ることで、図中の空間位置と折れ線グラフの把握に必要な時間
を短縮する効果を確認した。さらに指を誘導して構図全体を伝
える力覚誘導では、空間位置認知の誤りが小さくなる誘導速度
の条件を導出した。
2012年度に開発した指先に複数の刺激を与える多点分布提
示方式を用いた３次元情報の提示では、視覚障害者による主

観評価および指先の軌跡長を評価指標とする客観評価実験で、
刺激点数が稜線の認知に与える影響について検討した結果、刺
激点は４点が望ましいことが分かった。また、刺激点でx,y,z方
向に力を返す機械的な自由度の数が曲面の触認知に与える影響

NHK ハイブリッドキャストが始まり、放送サービス
のより一層の充実が図られた。一方で、障害者や高齢
者、外国人など全ての視聴者が、視聴環境や状況に
応じて必要な情報にアクセスし、コンテンツを楽しむ
ための手段の充実も望まれる。そこで、誰もが放送サー
ビスを享受できる人にやさしい放送のための技術の研
究開発を進めている。

人にやさしい情報提示の研究では、視覚に障害の
ある人のための触・力覚提示手法の研究を進め、2次
元情報の把握を容易とするための提示方法と、指に多
点で力の刺激を与える3次元情報提示方法を提案し、
評価を行った。また、聴覚に障害のある人のために、
日本語テキストを手話ＣＧに自動翻訳する技術につい
て、気象情報を対象とした翻訳システムの改良を進め
た。

字幕制作のための音声認識の研究では、情報番組
への字幕付与を目的とした音声認識技術を改良し、認
識率を95.9％まで改善した。また、地域放送局展開
を目的として、ニュース原稿を利用した認識誤り自動
修正アルゴリズムを開発した。

高齢者のための音声・音響信号処理の研究では、
番組音声を受信機側で聞き取りやすく調整する装置の
改良を図った。また、放送原稿の自動読み上げや、デー
タ放送などの文字の読み上げサービスに向けて、音声
合成技術の改良を進めるとともに、多様な表現を可能
とするための音声加工技術の研究を開始した。

言語バリアフリーサービスのための言語処理の研究
では、国内に在住する外国人のためのニュースの「や
さしい日本語」変換支援システムの書き換え作業効率
向上のための技術開発とやさしい日本語への自動変換
技術の研究を進めた。また、番組に対する視聴者の
意見を把握する目的で、放送番組に寄せられる視聴者
の意見を言語解析により分類するシステムの開発を進
めた。

コンテンツ検索・推薦技術の研究では、コンテンツ
利活用の基盤作りを目的として、番組概要文の言語解
析に基づき番組を多様な関係性により結びつけたコン
テンツマップの構築、番組検索・推薦の根拠となった
理由の抽出手法の研究を進めた。関連番組検索技術
の研究成果をハイブリッドキャストアプリに組み込ん
だ。また、映像制作に有益なメタデータを素材映像に
付与して検索や加工作業を支援するための「素材バン
ク」システムの研究を進めた。開発した映像内容に基
づく解析技術を地域放送局での素材映像管理で利用
した。

視聴者の心理状態推定技術の研究では、スーパー
ハイビジョンを想定した高精細映像がもたらす立体感
について、認知特性を明らかにする実験と脳活動計測
による実験を進めた。また、脳活動計測から映像に
対する心理状態を分析する研究と、映像による身体
への悪影響を防止する技術の高度化の研究を進めた。

　図1　多点分布提示方式
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を評価し、少なくとも１点は３方向の自由度が必要であるなど、
提示装置の設計指針を得た。この研究の一部は東京大学と共
同で実施した。

■気象情報の手話CG翻訳技術
気象情報を対象として、日本語テキストから手話CGへの自動
翻訳技術の研究を進めている。
2013年度は、前年度に引き続き用例翻訳や統計翻訳による
節・句単位の処理による翻訳精度の向上を図るなど、日本語-
手話CG翻訳システムを改良した。生成した手話CGの再生速度
を調整し、元の気象番組の進行と同期して手話を再生する翻訳
システムのプロトタイプを開発し技研公開で展示した。また、当
翻訳技術に用いている日本語—手話単語の対訳辞書をＮＨＫオ
ンラインで公開するシステムを開発し、どなたでもアクセスでき
るサービスを開始した（図２）。これは、研究成果の社会還元と
して手話学習者の参考にしていただくとともに、手話CGの品質
への意見を研究の改善に生かすための取り組みである(2)。この
研究の一部は工学院大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)		 半田，坂井，清水，篠田：“指先への多点分布力覚提示による立

体稜線の触察動作の評価,	”	信学技報,	Vol.113,	No.347,	pp.5-9
（2013）

(2)	 	NHK手話CGサイト,	http://www.nhk.or.jp/signlanguage/

4.2　字幕制作のための音声認識
高齢者や聴覚に障害のある人をはじめ、多くの人が字幕放送
を利用して楽しめる番組を拡充するために、生放送番組の字幕
を効率良く制作する音声認識の研究を進めている。

■ 情報番組の字幕制作
字幕キャスターが言い直した番組音声を認識して文字にする
リスピーク方式は、大相撲などのスポーツ番組をはじめ、あさイ

チなどの情報番組の字幕制作に利用されている。豊富な話題を
提供する情報番組の字幕制作では、日々の話題によって変化す
る単語の連鎖確率に追従する言語モデルや、リスピーカーの疲
労などにより変化する母音・子音の周波数分布に追従する音響
モデルが必要である。
2013年度は、広範な話題が含まれる情報番組の字幕を含む
テキスト約1.5億単語分を追加して言語モデルを学習した。また、
言語モデルと相補的に探索できるアルゴリズムを用いて認識誤
りを補う音響モデルを統合し、その探索手法を最適化した。さ
らに、話題に適応化した言語モデルの学習法（1）を開発した。情
報番組あさイチから評価用に選定したリスピーク音声の誤認識
率は7.3%から4.1%に改善されており、現運用で事前準備として
行われる番組話題に関連する情報収集などを軽減できる見通し
を得た。

■ニュース番組の字幕制作
ニュース番組用の音声認識字幕制作システム(2)が大阪・名古屋・

福岡・仙台放送局に整備され、各局のローカル番組に字幕が付
与されるようになった。技研は配備に際しての技術的課題の解
決に協力するとともに、規模の小さい地域放送局に今後より展
開するために、ニュース原稿を利用した認識誤り自動修正アル
ゴリズムを開発した(3)。

〔参考文献〕
(1)	 藤田，奥，小林，佐藤	:	“制約付き非負値行列因子分解に基づく

言語モデル適応,	”	音講論（春），2-9-7	(2013)

　図２　手話CG公開ホームページ
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 図1　情報番組リスピーク音声の誤認識単語の削減



(2)	 A.	Kobayashi,	Y.	Fujita,	T.	Oku,	S.	Sato,	S.	Homma,	T.	Arai	
and	T.	 Imai	 :	 “Live	Closed-Captioning	System	Using	Hybrid	
Automatic	Speech	Recognition	 for	Broadcast	News，”	NAB	

Proceedings,	pp.	227-283	(2013)
(3)	 佐藤，尾上，小林，奥，藤田，一木，“原稿WFSTを利用した誤

認識修正アルゴリズム，”	音講論（春），2-4-8	(2014)

4.3　高齢者のための音声・音響信号処理
高齢者をはじめ、すべての人に聞き取りやすい音声放送サー
ビスを提供するため、番組音声を受信機側で任意に調節する技
術、および高品質な音声合成・加工技術の研究を進めている。
番組音声を調節する技術については、2012年度までに受信
機側で番組中の音声と背景音の音量バランスを任意に調整でき
る技術を開発した(1)。2013年度は、実用化に向けてアルゴリズ
ムの軽量化を図り、これに話速変換技術を統合した装置を開発
して具体的なサービスイメージを示すとともに、評価実験を通じ
て音声調整技術と話速変換技術を統合した効果を確認した（図
1）。
高品質な音声合成・加工技術の研究については、2012年度
までにニュース番組から大量に録音したアナウンサーの音声デー
タを用いて、高品質に任意の文章を音声合成する方式を開発し
た。また、ラジオ第２放送の番組「株式市況」で、開発した自
動読み上げ装置を放送に使用した。2013年度は、合成音声で
多様な表現を可能とするため、音声合成技術の基本性能を向上
するとともに、感情制御に関する音声加工技術の研究を開始し
た。音声合成技術の性能を向上させる手法として、これまで使
用してきたデータベース方式（音声データの音響的・言語的特
徴を直接扱う方式）において、テキストを音素列に分割する際に、
音素列間の連続性を高めるよう、聴感的な影響が小さい無声子
音や無音での接続が増すように探索単位を改良した(2)。さらに
安定した合成音を実現するため、データベース方式で音素列が
存在しない場合に、特徴量を機械学習して構築した統計モデル
を扱う方式（統計モデル方式）と切り替える方式を検討した。
音声加工技術については、特定話者の無感情な音声に対して
任意の感情表現を付与することを目的として、その制御規則を
抽出するための感情音声データベースの整備を進めた。評価実
験を通じて所望の感情に判定された音声を抽出し、平静と判定
された音声との音響的特徴の差分から感情表現制御規則を抽
出した(3)。併せて、制御規則を適用可能な音声変換方法を開発
し、抽出した感情表現制御規則を平静音声に適用した音声の
効果を評価実験により検証した結果、正答率が60％以上にな

ることを確認した。
研究成果の実用化を推進するため、株式市況自動読み上げ
装置において、呼値の刻みを円単位から銭単位に細分化、数値
読み上げ範囲を1,000万未満から１億未満まで拡張、概況部分
の読み上げといった運用変更に対応可能とした。また、気象通
報自動読み上げ装置の放送利用に向けて、話速変換による発
話時間調整時の音質劣化を避けるため、音声データの事前分析
によって得た全ての波形伸縮単位を人手で確認し、誤っていたも
のに修正を加えた。これらを反映した自動読み上げ装置の運用
が、株式市況で3月末から開始された（図2）。

〔参考文献〕
(1)	 Komori,	 Imai,	 Seiyama,	 Takou，Takagi	 and	 Oikawa：

“Development	of	volume	balance	adjustment	device	for	voices	
and	background	sounds	within	programs,	 for	Elderly	people,”
AES	135th	Convention	Paper	9010		(2013)

(2)	 世木：“波形接続型音声合成システムの素片選択基準に関する検
討，”	音講論（春），1-R5-9		(2014)

(3)	 清山，世木，今井，都木：“感情制御用音声データの評価，”	映
情学冬大，13-4	(2013)
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　図1　評価実験の様子

　図２　自動読み上げ装置



4.4　言語バリアフリーサービスのための言語処理

■ やさしい日本語変換支援技術
国内に住む外国人のためのニュースの「やさしい日本語」変換
支援技術の研究を行っている。2012年度に公開実験として始
めたやさしい日本語のニュースサイト「NEWSWEB	EASY」が
2013年度から本格運用となり、1日5つの記事の公開を始めた。
書き換えに必要な時間の短縮に向け、フリガナ表示、難しい語
への辞書情報表示、固有名詞のカラー表示などに使うための詳
細情報を自動付与する手法を開発し95％以上の精度を得た(1)。
さらにニュースをやさしい日本語に自動変換するために、
2013年度は、ニュース原稿の各文を複数の短文に分割する手
法、および、これら分割された各文の修飾句を文として取り出す
手法の研究を進めた（2）。また、これらの研究に必要なニュース
原稿の書き換え事例等の言語データを整備した。

■ 評判分析技術
放送番組に寄せられる視聴者の意見を番組制作に生かすた
めの評判分析技術の研究を進めている。2013年度には、番組
に関するTwitterのメッセージの番組名を自動的に判定するアル
ゴリズムを開発し、これを使ったツイートの体系的・網羅的な分
析システムを作成した（図1）。
番組に関連するツイートであっても番組の正式名称や番組名
を表すハッシュタグが書かれていないことが多い。このため、ツ

イートが、どの番組を対象としたものなのか判定するために、省
略形や表記の揺れを伴う番組名、番組内容、視聴中を表す表
現の3つに着目し、これらを個別に検出する各々のアルゴリズム
を組み合わせる方式を開発した。これによって、番組の正式名
称やハッシュタグが用いられていないツイートであっても、77%
の精度で対象番組を検出することが可能になった(3)。
番組名を検出するアルゴリズムには、人手で番組名、省略形、
表記の揺れの情報をルールとして与えることが必要である。番
組内容、視聴中の表現を検出する各々のアルゴリズムを組み合
せて判定するため、定時番組のシリーズ名に対するルールのみ
を用意することで、個別の放送回まで番組判定が可能となって
いる。その結果、ルールの保守が容易になり、継続的な反響
分析の手間が省力化された。

〔参考文献〕
(1)		 熊野，田中：“Dependent	Dirichlet	Processを用いた日本語文書

へのタグづけのオンライン学習，”	言語処理学会第20回年次大会
予稿集，pp.	1075-1078	(2014）

(2)		後藤，熊野，田中：“一般ニュースからやさしい日本語ニュースへ
の書き換えの分析，”	言語処理学会第20回年次大会予稿集，pp.	
15-18	(2014）

(3)		平野，神部，小早川	:	“ツイート対象番組の自動判定,”	映情学年
次大，3-7	(2013)

4.5　コンテンツ検索・推薦技術
■言語情報を用いたコンテンツ利活用技術
放送局が所有する大量のコンテンツを有効活用するために、

コンテンツに関するテキスト情報を利用してコンテンツを管理
し、検索・推薦する研究を進めている。
コンテンツを管理する研究では、EPG(Electronic	Program	
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 図1　ツイート解析による分析システム



Guide)に含まれる番組の概要を説明した番組説明テキストを利
用して、対象となる番組の主題を抽出し、抽出した主題と番組
との関係を推定する手法を開発した(1)。この手法により獲得し
た主題と関係、そして、2012年度までに開発した単語間の関係を
利用して、番組間を結び付けるコンテンツマップを構築した（図
1）。コンテンツマップにより、例えば主題が「高血圧」である番
組に対して、「治療法」、「予防法」といった関係名で複数の番組
を分類し、管理できる。さらに、ユーザーから番組への投稿文
に含まれる単語情報を利用して番組間の関係を抽出する技術を
提案した。実際の投稿文を対象とした実験により、例えば2つ
の番組で使用されている曲の歌手が同じといった、番組説明テ
キストには含まれない有益な関係が多数得られることを確認し
た。
コンテンツを検索・推薦する研究では、番組が検索・提示さ
れた理由を説明する単語を番組説明テキストから抽出する手法
を考案した(2)。1週間分の放送予定番組を対象として検索理由
提示の評価実験を行い、その有効性を確認した。また、2013
年12月よりサービスが開始されたハイブリッドキャストのアプリ
ケーション「みのがし、なつかし」において、関連するおすすめ
番組の表示に番組検索技術の研究成果が活用された（図2）。

■ 素材映像の利活用技術「素材バンク」
映像アーカイブスに蓄えられた素材映像の利活用を目的に、
映像制作に有益な情報（メタデータ）をセンサー技術や映像解
析技術を連携させて自動付与し、検索や加工作業を支援する素

材映像マネージメントシステム「素材バンク」の研究を進めている。
センサー技術に関しては、映像合成時に必須なカメラの動き
情報（カメラパラメーター）の取得を目的に、半導体製造技術で
作成した小型の姿勢センサーや距離センサーなどで構成される
ハイブリッドセンサーの開発を進め、パターン認識による誤差補
償機能の付加により運用性の向上を図った。さらに、ハイブリッ
ドセンサーと撮影映像の解析によるカメラパラメーター推定手法
とを融合し、より頑健で高精度なカメラパラメーター取得手法を
開発した。
映像解析による映像加工技術に関しては、動画中の指定被
写体領域をインタラクティブに抽出する手法を開発した。「素材
バンク」内で計算コストのかかる領域分割処理を事前に行うこと
で、抽出作業時のユーザビリティーを確保し、ユーザーの指示
に対して適切な領域が抽出されるように、事前に分割した領域
のサイズを考慮した抽出アルゴリズムを考案した。これにより、
簡単で高精度な被写体領域抽出を可能にした。
映像検索技術に関しては、画像内から抽出した多数の特徴点
と、特徴点間の関係、画像内での位置などを考慮することで、
従来手法よりも高精度に物体の種類を識別することが可能と
なった(3)。あわせて、領域分割手法と各領域の画像特徴を利用
し、映像に現れる被写体を漏れなく含むキーフレーム画像の抽
出技術を考案した。さらに、画像間の「見た目」の類似性を利
用した映像検索技術についても研究を進めた。まず、撮影の最
小の単位であるカット単位の検索については主被写体領域に重
みを置き類似性を評価することで精度を改善した。また、画像
をブロックに分割し、類似する絵柄の出現頻度を求め、これを
尺度とすることで、同じ場所を撮影した一連の複数カットを統合
しシーンとして抽出する技術とシーン単位で検索する技術を開発
した。
これら映像検索技術をベースに、これまで開発してきた震災
メタデータ補完システムを改善し、映像認識技術による被写体
抽出精度の向上を図った。また、アーカイブテープ（LTO:Linear	
Tape-Open）からの参照動画取得機能や自動処理機能、メタ
データ修正機能などを付加した実験システムを構築し、2013
年９月末から福島局で試験利用され、約３ヶ月で１万本以上の
震災関連のビデオテープに基本的なメタデータを自動付与し、
ショット単位での映像検索が可能となった（図３）。この研究の
一部は、実用化研究として（一財）NHKエンジニアリングシステ
ムに委託した。また、清水建設株式会社	技術研究所と共同で
実施した。

関連番組

　図2　ハイブリッドキャストアプリ　「みのがし、なつかし」

検索用PC データ蓄積用ディスク

処理用PC LTOドライブ

　図３　福島局で試験利用中の震災メタデータ補完システム
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 図1　コンテンツマップ



〔参考文献〕
(1)		 三浦，山田，宮﨑(太)，加藤，田中：“	単語間の意味的関係を用

いたテレビ番組マップ生成，”	情処学全大，5C-4	(2014)
(2)		宮﨑(太)，松井，山田，加藤，苗村，住吉：“独立成分分析を用

いた番組推薦のためのキーワード抽出，”	映情学年次大，12-4	

(2013)
(3)	 Y.	Kawai	and	M.	Fujii:	“Semantic	Concept	Detection	based	on	

Spatial	Pyramid	Matching	and	Semi-supervised	Learning,”	ITE	
Transactions	on	Media	Technology	and	Applications,	vol.1,	
No.2,	pp.190-198	(2013)

4.6　視聴者心理状態推定技術
番組がどう見られ、どのような心理的効果を与えているのか分
析するために、視聴者の主観評価や脳活動などから心理状態を
推定する研究を進めている。
2013年度は、スーパーハイビジョンのような高精細動画像の
心理的効果を明らかにするために、動画像の解像度を変えて立
体感を評価した結果、2012年の陰影画像を用いた結果と同様
に、解像度が高くなるほど立体感が高くなることが明らかになっ
た（1）。さらに、解像度の差異が立体感の違いを感じさせる神経
的なメカニズムを調べるため、陰影画像から奥行きを判断する
際の脳活動を計測する実験を行った。その結果、奥行き判断に
特有の脳活動がみられ、単眼での奥行き知覚には、運動や空
間的な知覚に関連する領域が関わっていることが明らかになっ
た(2)。
映像に対する心理状態の脳活動による分析の研究では、番組
を視聴しているときの心理状態の時系列的な変化を推定するた
めに、番組視聴中の脳活動を機能的磁気共鳴画像装置（fMRI）
によって計測し、機械学習アルゴリズムを用いて解析した。そ
の結果、番組としてお笑い番組を取り上げた実験では、視聴者
がおかしいと感じるよりも前に、番組の次の展開を期待するよう
な心理状態にあることを見出し、そのような心理状態が計測可
能であることを示した	(3)	（図1）。
映像による身体への悪影響を防止する技術の開発では、画
面動揺、点滅およびしま模様が同時に生じた場合の不快度を
高精度に推定する方法を考案し、その手法の有効性を評価実
験で検証した。

〔参考文献〕
(1)	 小 峯， 對 馬， 比 留 間：“Higher-resolution	 image	enhances	

subjective	depth	sensation	 in	natural	 scenes,”	Perception,	
Vol.42,	supplement,	p.119	(2013)

(2)	 對 馬， 小 峯， 比 留 間：“Cortical	area	MT+	plays	a	 role	 in	
monocular	depth	perception,”	Perception,	Vol.42,	supplement,	
p.149	(2013)

(3)	 澤畠，小峯，森田，比留間：“Decoding	humor	experiences	
from	brain	activity	of	people	viewing	comedy	movies,”	PLoS	
One	8:	e81009	(2013)

番組映像

「笑い」の強さ

脳活動

スライダーによる
連続評価

fMRI

「笑い」

未来の「笑い」体験
の予測
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時間（秒）

　図１　脳活動分析による「笑い」体験の予測
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5.1　素材伝送技術

5.1.1　非圧縮スーパーハイビジョン用 120GHz 帯 FPU 
非圧縮8Kスーパーハイビジョン(SHV)信号の無線伝送を目指
して、偏波多重を用いる120GHz帯FPU(Field	Pickup	Unit)の
研究を継続し、2013年度は、120GHz帯FPUの性能評価と改
善を進めるとともに、SHV信号の無線伝送実験を実施した。
2012年度に試作した120	GHz帯小型高周波部(1号機)の性
能評価を実施し、屋外環境でも安定して伝送できることを確認
した(1)。この1号機と2011年度試作の性能評価機とを組み合わ
せて、非圧縮SHV信号（デュアルグリーン方式）の無線伝送を
技研公開において展示した。
1号機の性能評価結果をもとに、温度特性と120GHz帯の周
波数特性を向上させた120	GHz帯小型高周波部(2号機)(2)なら
びに、入力された16本のHD-SDI信号を、多重処理および誤り
訂正符号化処理を行って2本の11Gbps級のシリアル信号として
出力するベースバンド信号処理装置を、それぞれ試作した。こ

れにより、送受ともに、小型高周波部（1・2号機）と1台のベー
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5	 高度番組制作・伝送技術
2020年の8Kスーパーハイビジョン(SHV)の本放送

の開始を目指し、高品質で魅力的なコンテンツの制
作や大容量伝送を実現する番組素材伝送装置の開
発、IP（Internet Protocol）ネットワークを利活用した
取材網の構築、ISDB-T(Integrated Services Digital 
Broadcasting-Terrestrial)の高度化の研究を進めてい
る。

非圧縮SHV信号の無線伝送を目指した研究では、
偏波多重を用いる120GHz帯FPU(Field Pickup Unit)
の温度特性の改善とその評価を進めた。さまざまな条
件での野外伝送実験により、屋外環境でも安定して
伝送できることを確認した。

ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送する双
方向FPUの研究では、時分割複信方式の装置実装を
進め、実験により伝送特性を評価した。また、前方
向誤り訂正と自動再送要求を組み合わせたハイブリッ
ドARQ(Automatic Repeat reQuest)方式を実現する
ためのパケット構成の検討を進めた。

1.2GHz帯および2.3GHz帯への周波数移行が検討
されている700MHz帯FPUの研究については、移動
環境においても映像ビットレート35Mbpsを安定して
伝送できる時空間トレリス方式によるMIMO(Multiple-
Input Multiple-Output)伝送方式を情報通信審議会
に提案し、移行先周波数帯における技術基準に採用
された。

同様に、ホワイトスペースまたは1.2GHz帯への周波
数移行が求められているラジオマイクの研究について

は、非圧縮リニアPCM（Pulse Code Modulation）音
声が伝送できる高品質な方式と多チャンネル運用が可
能な方式の室内および屋外伝送実験を行い、その有
効性を実証した。これらの技術内容は、（一社）電波
産業会（ARIB）標準規格に採用された。

スタジオや中継現場においてケーブルレスで移動し
ながらの撮影を可能とするミリ波モバイルカメラの研
究では、MIMO伝送方式の演算規模の削減や、シン
グルキャリア方式において伝送路特性を周波数領域
で等化する方式の検討を進めた。また、ミリ波モバイ
ルカメラシステムの受信特性の性能改善を目指し、ア
ンテナ垂直面の半値角を50°から20°に絞って水平方
向の利得を向上させた楕円ホーンアンテナを開発し、
ゴルフ中継で使用した。

放送局間の素材伝送の高速化・高信頼化を目的とし
て、IPネットワークを利活用した取材網フルIP化の研
究を進めた。無線LAN・モバイルデータ通信など伝送
性能が大きく変化する無線伝送路でも安定に映像を
伝送する技術や、遅延増加を抑える技術、IP回線を
複数の素材伝送で同時に利用する技術を開発した。

ISDB-Tの高度化では、被災地向けエリア限定ワン
セグサービスの研究として、自治体等が被災地でエリ
ア放送を利用して災害情報を提供することを想定した
システムに関して、愛知県弥富市に設置した実験試験
局を利用して、9月に野外実験を実施した。実験により、
サービスエリアが設計どおりであることや開発したシス
テムの有効性を確認した。

ベースバンド信号
処理装置

カメラ三脚に取り付けた
120GHz 帯小型高周波部

　図1　非圧縮スーパーハイビジョン用120GHz帯FPUの構成
　　　　（受信側）



スバンド信号処理装置だけで、SHV信号の無線伝送が可能に
なった（図1）。
今回開発した120GHz帯FPUを用いた野外伝送実験で、非
圧縮SHV信号を伝送距離250m(強雨時：60mm/h)においても、
安定して無線伝送できることを確認した(3)。

〔参考文献〕
(1)	 津持，杉之下，岡部：“SHV伝送用120GHz帯FPUの開発，”映

情学技報，Vol.37，No.34，pp.45-48	(2013)
(2)	 岡部，津持，杉之下：“120GHz帯小型無線機の温度特性，”信学

総大，B-5-119	(2014)
(3)	 津持，岡部，杉之下，竹内，高橋，枚田：“SHV信号伝送用

120GHz帯FPUの1.25km伝送実験，”	信学総大，C-2-111	(2014)

5.1.2　双方向 FPU 伝送技術 
ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送できる双方
向FPUの研究を進めている。2013年度は時分割複信(TDD:	
Time	Division	Duplex)方式の検討と装置実装を進めるととも
に、実験による伝送特性の評価を実施した。

■ 双方向FPU実験装置の試作と評価
2012年度に試作したマイクロ波（6 ～7GHz）帯双方向FPU

実験装置（図1）の性能評価と機能改善を進めた。TDD方式評
価用の遅延発生装置を用いて、提案するTDD方式が伝搬遅延
時間の変動に影響されることなく、最大の時間利用効率で動作
することを確認した。また、偏波共用スプラッシュプレート型パ
ラボラアンテナを組み合わせた無線伝送実験を電波無響室で実
施し、伝送距離50kmを片方向最大180Mbps程度の伝送レー
トで通信できる見通しを得た(1)。送受信高周波部の特性を改善
し、高精度AFC（Automatic	Frequency	Control）機能や適応
変調機能を実験装置に実装した。

■ MAC(Media Access Control)層パケット構成の
検討

誤り訂正と自動再送要求(ARQ:Automatic	Repeat	 reQuest)
を組み合わせたHARQ(Hybrid	ARQ)方式として、2012年度に
引き続き、初送時と異なるデータを再送するType-II	HARQを検
討した。2013年度は、再送パケットサイズが初送時の1/4で、
パケット制御情報を考慮した場合でも、伝送効率が大きく低下
しないことを計算機シミュレーションで確認した(2)。また、提案
するHARQ方式のハードウェア実装を進めた。

〔参考文献〕
(1)	 光山，鵜澤，居相：“時分割複信方式に基づく双方向デジタル

FPU実験装置の試作と評価，”映情学技報，	Vol.37，	No.41，	
pp.25-28	(2013)

(2)	 鵜澤，光山，青木，平栗：“パケット制御情報を考慮した双方向
FPU	HARQ方式の評価，”信学総大，B-5-134(2014)

5.1.3　700MHz 帯周波数移行関連 
総務省の「周波数再編アクションプラン」に基づき700MHz帯
を用いるFPUと特定ラジオマイクの周波数移行が求められてい
る。技研では円滑な周波数移行に貢献するための研究に取り組
んでいる。

■ FPU伝送技術
移動中継用FPUとして、現行方式よりも伝送容量を拡大でき
る時空間トレリス符号化（STTC:	Space-Time	Trellis	Code）方
式によるMIMO	(Multiple-Input	Multiple-Output)	伝送の研究
を進めている。2013年度は、FPUの移行先となる1.2GHz帯ま
たは2.3GHz帯の周波数で課題となる長遅延波や伝搬損失を解
決するため、FFTサイズとガードインターバル長が従来の2倍で、
4受信アンテナのダイバーシティー受信が可能な2×4	STTC-
MIMO伝送装置を開発した。京都、広島、びわ湖の各ロードレー
スコースにおいて新周波数での伝送実験を実施し、直交八木ア
ンテナで追尾した場合のMIMOの受信特性など、周波数移行に

向けた基礎データの取得を進めた。（一社）電波産業会（ARIB）
における標準化に寄与し、技研が研究を進めてきたSTTC-
MIMO方式を採用した標準規格が策定された(1)。本標準規格で
は、移動環境においてもITU勧告の映像ビットレート35Mbps
の安定した伝送が可能となった。
さらに、ロードレースなどの多数の受信基地局を配置する大

送受信
制御部1

送受信
制御部2

送受信
高周波部1

送受信
高周波部2

V
H

V
H

TRC1 TRC2TRH1 TRH2

偏波共用送受信アンテナ

直交偏波を利用
した2×2 MIMOを
双方向で実現

偏波共用スプラッシュ
プレート型

パラボラアンテナ
（直径 60cm, 利得30 dBi）

送受信制御部
（TRC1）

送受信高周波部
（TRH1）

　図1　試作した双方向FPU実験装置
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　図1　2×（16, 4）STTC-MIMO伝送装置



規模中継に対応するために、最大16の受信信号から最適な4つ
の受信信号を選択して復調に用いる2×(16,4)	STTC-MIMO方
式の伝送装置の開発も進めた（図１）。

■ラジオマイク伝送技術
ラジオマイクの移行先周波数は、1.2GHz帯および地上テレ
ビジョン放送のホワイトスペースである。1.2GHz帯は日本全国
で同じ周波数帯で運用できる特徴があるが、無線標定業務（レー
ダー）と周波数を共用するため、干渉に強いデジタル方式を採用
する必要がある。
現在、シングルキャリアQPSK方式で音声遅延が1～3ms程
度（占有周波数帯幅は288kHzまたは192kHz）のラジオマイクの
実用化が進められている。しかし、アナログ方式に迫る低遅延で、
高音質かつ高安定なラジオマイクの実現も期待されている。
技研では、低遅延で干渉やマルチパスに強く安定な伝送が期
待できるOFDMデジタル方式ラジオマイクの研究を進めている。
占有周波数帯幅が600kHzのOFDMデジタル方式は、非圧縮
のリニアPCM音声が伝送可能であることに加え、1ms以下の低
遅延が実現できる。
2013年度は、600kHz帯域幅のOFDMデジタル方式ラジオ
マイクの実験装置を使って、室内（スタジオ内）および屋外での
伝送実験を行い、安定に伝送できることを確認した。さらに、
実用化に向けてハンド型とツーピース型のOFDM方式デジタル
ラジオマイクを試作（図２）した結果、単3型の充電電池2本で
約4時間の連続動作を確認し、OFDMデジタル方式における低
消費電力化の見通しを得た。
一方、多チャンネル運用が可能な方式として、占有周波数帯
域幅が288kHzと192kHzのOFDMデジタル方式について、各

種の伝送パラメーターにおける試作機の動作を確認した。占有
帯域幅が600kHz、288kHz、192kHzのOFDMデジタル方式は、
ラジオマイクの伝送方式としてARIB標準規格に記載された(2)。

〔参考文献〕
(1)	 電波産業会：	“1.2GHz/2.3GHz帯テレビジョン放送番組素材

伝送用可搬形OFDM方式デジタル無線伝送システム（2.0版），	”
ARIB	STD-B57	(2014)

(2)	 電波産業会：“特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備（テレビ
ホワイトスペース帯、1.2GHz帯）（1.2版），”	ARIB	STD-T112	
(2014)

5.1.4　ワイヤレス素材伝送技術 
8Kスーパーハイビジョン（SHV）など次世代の素材伝送技
術の実現をめざして、これまでよりも大容量かつ高信頼なワイ
ヤレスカメラやFPUなどのワイヤレス素材伝送機器を実現する
ため、MIMO(Multiple-Input	Multiple-Output)伝送技術やシ
ングルキャリア周波数領域等化(SC-FDE	:	Single	Carrier	 -	
Frequency	Domain	Equalization)の研究、ミリ波モバイルカメ
ラの実用化に向けた性能改善に取り組んだ。

■ MIMO伝送技術
MIMO伝送の送信アンテナ数や変調多値数の増加に伴い、
増大するMIMO信号検出の演算規模を削減するため、送受信
アンテナ間の伝搬路行列を小さい行列単位（以下、ブロック
行列）で直交化し、各ブロック行列においてマンハッタンメト
リックによる送信信号点の候補選択を行う演算量削減型最尤
復号を提案した(1)。提案方式は、4×4MIMO多重伝送にQPSK
（Quadrature	Phase	Shift	Keying）変調を適用した場合に、従
来の最尤復号法と比較して演算規模を96.1%削減した。また、
送受信が見通しとなる高相関(伝搬路相関値0.8)なMIMO伝搬
路においても、通常の最尤復号法と同等の伝送特性を有するこ
とを計算機シミュレーションにより示した。また、ソフトウェア
復調をベースとした42GHz帯伝送実験を行い、提案方式の有
効性を実証した。

■シングルキャリア周波数領域等化（SC-FDE）

SC-FDE方式について、増幅器の非線形領域における伝送
特性と、OFDM方式と比較したシステム改善量を明らかにする
ため、要素技術を検討した。周波数領域でMMSE(Minimum	
Mean	Square	Error)等化を行う際の雑音のパラメーターを最適
化するとともに、変調方式として増幅器の非線形性に対する耐
性が高い16APSK(Amplitude	and	Phase	Shift	Keying)、検討
した誤り訂正、インターリーブなど要素技術を実装した。室内
実験の結果、実験装置で計算機シミュレーションと同様のCNR
（Carrier	to	Noise	Ratio）対BER（Bit	Error	Rate）特性が得られ、
SC-FDE方式をハードウェアで実現するための基礎技術が確立
した。また、SC-FDE方式の回路規模は変調器でOFDM方式
の1/2以下、復調器で2倍程度であることを明らかにし、増幅器
の非線形領域における伝送特性を確認した。

■ミリ波モバイルカメラの実用化に向けた性能改善
2012年度よりも、いっそう安定したハイビジョン伝送を実
現するため、アンテナの垂直方向の半値角を50°から20°に
絞って水平方向（0度方向）の利得を向上した楕円ホーンアンテ
ナを開発した（図１）。その結果、これまで使用していた円錐
ホーンアンテナと比較して、0度方向のアンテナ利得が3.4	dB
改善した(2)。また、カメラケーブル長の差によって生じる受信IF
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（Intermediate	Frequency）信号のガードインターバル長越えの
遅延に起因する伝送誤り率特性の劣化を補正する機能を実現す
るとともに、多種多様なカメラに対応するため、タリー信号をカ

メラ制御信号に多重させた。実用化に向けては、2×4MIMO伝
送に対応した回線品質モニター機能付き復調器を開発し、小形
かつ低廉なミリ波送信モジュールの検討も開始した。
このミリ波モバイルカメラは、NHK杯/日本選手権の体操競
技、女子・日本オープンゴルフ、Music	Japan、紅白歌合戦、チャ
リティーコンサートなどの番組撮影で使用された（図２）。

〔参考文献〕
(1)	 鈴木，小郷，濱住，府川，鈴木：	“スーパーハイビジョン映像の素

材伝送に向けたブロックQR分解を用いた演算量削減型MLD，”映
情学誌Vol.67，No.12，pp.J488-J496	(2013)

(2)	 伊藤，鈴木，小郷，濱住：	“42	GHz帯ワイヤレスカメラ用楕円ホー
ンアンテナの開発とその伝搬実験，”映情学技報Vol.38，No.8，
pp.43-46	(2014)

5.2　IPネットワーク活用技術
さまざまなIP（Internet	Protocol）ネットワークを活用し、柔軟
な運用や迅速な素材伝送を可能にする取材網フルIP化の研究を
進めた。

■さまざまなIPネットワークを活用する素材伝送技術
無線LAN（Local	Area	Network）やモバイルデータ通信など
の無線IPネットワークでは、伝搬状態によって伝送速度の変動
や大きな遅延が発生する。そこで、速度変化に対応するライブ
伝送技術と、遅延発生を防ぐファイル伝送技術の研究を進めた。
IPネットワークで安定にライブ伝送を行うには、速度超過によ
るパケットロスを防止する送信レート制御とパケットロスで失わ
れたデータの回復が必要である。
無線LANでは、適応変調により通信速度が変化するため、
無線LANデバイスの速度情報を利用して映像送信レートを制限
することで安定化を図った(1)。
一方、可視光通信を利用してケーブルが不要な水中カメラ中
継を実現する水中ワイヤレス伝送では、通信速度の変化はない
が、気泡等により通信遮断が発生する。そこで、可視光通信の
伝搬特性を調査し、再送と冗長データの送信によって軽減する
手法の基本設計を行った。

一方、モバイルデータ通信を利用して大容量のファイル伝
送を行うと、大容量のバッファーにパケットが滞留し、伝送
遅延が数秒まで増大することがあり、他の通信の遅延も増
加させてしまう。そこで、バッファーを埋め尽くさないように
TCP(Transmission	Control	Protocol)の速度を制御する方式を
開発し、実ネットワーク上での実験で、スループット性能を保ち
ながら遅延を抑制できることを確認した(2)。

■ IPネットワークを複数の素材伝送に利用する技術
取材した素材映像の放送局間伝送では、素材映像ごとに用
意した専用回線で伝送している。このため、1つの回線で同時
に複数の素材映像を伝送できれば、伝送時間を短縮し、緊急
に素材映像を伝送することができる。
映像伝送回線をIPネットワークで構成することで、複数の素
材を同時に伝送することが可能になる。しかし、回線が混雑し
た場合に各素材伝送で使用する帯域の調整が必要である。そこ
で、レート増減を指示する装置、その指示に基づき送信レート
を制御できる素材伝送装置、帯域表示装置を開発した。これら
で構成されたシステムにより、回線混雑時にはファイル伝送や
監視映像等のレートを下げ、オンエア中の中継映像を高画質化
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　図1　円錐ホーンアンテナと楕円ホーンアンテナ

　図２　日本女子オープンゴルフ選手権における撮影の様子



するなど、重要な素材映像の送信レートを制御することで、い
ち早く放送局に素材映像を届けられる見通しを得た。

〔参考文献〕
(1)	 小田，黒住，遠藤	：	“途切れにくい無線LAN映像伝送装置の開発，”	

映情学冬大，	12-8（2013）
(2)	 T.	 Koyama，	K.	 Aoki	 and	 Y.	 Endo：	 “Delay-based	 TCP	

Considering	 the	 Latency	 by	Data	 Link	 Layer	 of	Mobile	
Broadband	Network，”	 2013Globecom，	CQRM-8-02，	
pp1573-1578（2013）	

5.3　ISDB-Tの高度化
■ 被災地向けエリア限定ワンセグサービスの野外検

証実験

地上デジタル放送の電波に妨害を与えないことを前提に、そ
の地域で空いているUHF帯の周波数（ホワイトスペース）を使っ
て、自治体、大学、企業等が限られた範囲に放送サービス（エ
リア放送）できる制度改正が2012年施行された。技研では、自
治体等が被災地でエリア放送を利用して災害情報を提供するこ
とを想定し、ワンセグ用可搬型コンテンツ制作・情報収集装置
と送出装置からなる被災地向けエリア限定ワンセグシステム（図
1）を2012年度開発した。
2013年度は、9月に愛知県弥富市に設置した被災地向けエリ
ア限定ワンセグサービスの実験試験局を使用して、開発したシ
ステムを検証する野外実験を行った（図2）(1)。複数のワンセグ
受信機を用いて災害時のエリア放送を模擬したサービスの受信
状況を記録し、電波の届く範囲（サービスエリア）が設計通りで
あることを確認した。また検証実験により、避難所やライフラ
インの情報などがワンセグ端末で正しく受信され、災害関連情
報の提供を想定したシステムの有効性を確認することができた。

〔参考文献〕
(1)	 実井，宮坂，成清，中村，中村，高田：“被災地向けエリア限定

ワンセグサービスの野外検証実験，”映情学冬大，	12-6	(2013)
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6.1　次世代撮像技術

6.1.1　 超高感度撮像デバイス 
■低電圧増倍膜要素技術の研究 

固体撮像デバイスの多画素化、高フレームレート化に伴う感
度低下の問題に対処するため、低い印加電圧で電荷増倍が可
能な光電変換膜（低電圧増倍膜）の開発を進めている。2013年
度は、カルコパイライト系半導体を用いたアバランシェ増倍膜の
可視光に対する感度改善と、結晶セレンを用いた注入増倍膜の
暗電流低減を進めた。
アバランシェ増倍膜では、2012年度に試作した酸化ガリウム

（n型材料）とカルコパイライト系半導体（p型材料）からなるpn接
合において、酸化ガリウムのキャリア濃度が低いために空乏層
が酸化ガリウム側にしか形成されず、可視光領域の感度が低い
という課題があった。そこで、2012年度の予備実験結果を基に、
酸化ガリウムへのスズ添加を可能とした新たな成膜法によりキャ
リア濃度の増加を図ることで、可視光領域の感度が向上した(1)(2)。
一方、注入増倍膜では、2012年度、結晶セレンを透明電極

8K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。

撮像に関する基盤研究では、超高感度撮像デバイス、
有機撮像デバイス、3次元構造撮像デバイスの開発を
進めた。超高感度撮像デバイスでは、固体撮像デバイ
スの高感度化に向けて、低い印加電圧での電荷増倍を
可能とする光電変換膜の研究を進めた。また、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撮像板のハイビジョン化に向けた
要素技術開発を進めた。有機撮像デバイスでは、高精
細化に向けて3層の有機光電変換膜と、そこで発生し
た電荷を読み出す光透過型の薄膜トランジスター回路
とをガラス基板上に交互に積層するための直接積層技
術の開発を進めた。3次元構造撮像デバイスでは、超
高精細と高フレームレートの両立に向けて、画素並列
信号処理を可能とする3次元構造撮像デバイスの要素
技術開発を進め、デバイスの動作原理検証を完了させ
た。

記録に関する基盤研究では、新たな磁気記録デバイ
スとホログラム記録技術の開発を進めた。磁気記録デ
バイスでは、磁性細線中の磁区移動を利用した微小磁
区記録デバイスの開発を進め、磁区駆動の高速化を進
めるとともに、トンネル磁気抵抗効果を利用した、微

小磁区再生技術を開発した。ホログラム記録技術につ
いては、記録密度向上のための多重記録技術と高速再
生技術のさらなる高度化に取り組んだ。前者に関して
は、2次元角度多重方式を開発し、多重数を従来の2
倍の600に高めた。後者については、記録媒体の改善
ならびに再生信号処理系の高速化を進め、データ再生
レート500Mbpsを達成した。

表示に関する基盤研究のうち、SHVシステムへの適
用に向けたシート型ディスプレーの開発に関しては、こ
れまでに開発した、低消費電力で長寿命な特性を示す
赤色リン光有機ELを使用して8インチVGAディスプレー
を試作した。また、プラスチック基板を用いた封止下に
おいても250日劣化しない有機ELデバイスを開発すると
ともに、デバイスの発光機構の解明や、長寿命で高効
率な緑色リン光有機ELデバイスの開発にも取り組んだ。
シート型ディスプレーの駆動素子として、酸化物半導体
や有機TFTの移動度向上や微細化などTFTの性能改
善を進めた。

広視域な空間像再現型立体表示システムの実現に向
けた超高精細・高速空間光変調器の開発については、
視域の拡大と多画素化に向けて、トンネル磁気抵抗効
果を利用したスピン注入型光変調素子の性能改善、な
らびに本デバイスに適したMOSトランジスター・アレー
回路を設計し、アクティブマトリックス駆動型空間光変
調器の開発を進めた。
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　図1　試作セルの構造と暗電流特性比較
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と金属電極ではさんだ試作セルにおいて、電子の注入増倍現
象により10Vの印加電圧で100を上回る高い量子効率が得られ
た。しかし暗電流が大きかったため、2013年度はp型材料であ
る結晶セレンと、n型材料であり正孔に対する注入阻止材料でも
ある酸化亜鉛とを組み合わせてpn接合を形成することで、暗電
流を大幅に低減できることを明らかにした(図1)(3)。

■電界集束型ハイビジョン撮像板の研究 

夜間の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、電圧を印加するだけで電子を放射す
る冷陰極と超高感度なHARP(High-gain	Avalanche	Rushing	
amorphous	Photoconductor)膜を組み合わせた冷陰極HARP
撮像板(図2)の開発を進めている。2013年度は、画質改善に向
けた電界集束型冷陰極の開発とハイビジョン化に向けた内蔵駆
動回路の設計を進めた。
2012年度に試作した電界集束型冷陰極アレーを適用した撮像

板では、画素ごとの電子ビーム量のばらつきに起因して、HARP膜
の信号電荷を読み出せない画素が多数生じ、画質を著しく劣化さ
せるという課題があった。2013年度は、さらに評価を進め、本冷陰
極では陰極から放射される電子群を電子ビームとして取り出す効率
が3割程度であること、画質の改善には電子ビーム量を増加させる
ことが有効であることを明らかにした。この知見を基に、効率よく電
子ビームを取り出すことのできる新たな電界集束型冷陰極の開発
に取り組み、電子ビーム量を従来の2倍以上に改善できる構造を見
出し、画質改善への見通しを得た。一方、内蔵駆動回路については、
トランジスターの駆動電圧低減を図った回路構成では、画素サイズ
を従来の1/4（11μm×11μm）まで微細化でき、ハイビジョンに必要
な高速駆動が可能であることを試作したテスト素子により実証した
(4)。

〔参考文献〕
(1)	 K.Kikuchi,	 S.Imura,	K.Miyakawa,	M.Kubota	 and	E.Ohta：

“Electrical	 and	 optical	 properties	 of	 Ga2O3/CuGaSe2	
heterojunction	photoconductors,”	Thin	Solid	Films,	Vol.550，
pp.635-637	(2014)

(2)	 K.Kikuchi,	 S. Imura,	 K.Miyakawa,	 H.Ohtake,	M.Kubota	
and	E.Ohta：“Improved	Electrical	Properties	of	Ga2O3:Sn/
CIGS	Hetero-Junction	Photoconductor,”	MRS	Proceedings,	
Vol.1635	(2014)

(3)	 為村，	菊地，	宮川，	大竹，	久保田：	“結晶セレンを用いたヘテロ接
合型PNフォトダイオードの光電変換特性，”	映情学冬季大，	11-4	
(2013)

(4)	 Y.	Honda,	M.	Nanba,	K.	Miyakawa,	M.	Kubota	and	N.	Egami:	
“Active-matrix	drive	circuit	for	image	sensor	consisting	of	field	
emitter	array	and	avalanche	photoconductor,”	Proceedings	of	
the	20th	International	Display	Workshops	(IDW	'13),	FED1-2,	
pp.806-809	(2013)

6.1.2　有機撮像デバイス
■直接積層型有機撮像デバイスの研究 

放送用3板式カラーカメラと同等な画質を有する超小型単板
カラーカメラの実現に向けて、直接積層型有機撮像デバイスの
開発を進めている。本デバイスは光の3原色それぞれにのみ感
度を持つ3種類の有機光電変換膜（有機膜）と、それぞれの有
機膜で発生した電荷を読み出す光透過型の薄膜トランジスター
（TFT）回路とをガラス基板上に交互に積層したものである（図1）。
本デバイスの実現に向けては、一般に有機膜は高温に弱く、
一方で、TFT回路の形成温度は高い（300℃以上）ことから、
有機膜の耐熱性向上とTFT回路の形成温度低減に取り組んで
きた。2013年度は、これまでに開発してきた有機膜の耐熱性
向上とTFTの低温形成技術を基に、さらなるTFT特性の改善を
目指すとともに直接積層構造のデバイスを試作した。
TFTの特性改善については、アモルファスIn-Ga-Zn-O（IGZO）
のスパッタ成膜条件の最適化や信号読み出し用透明配線の低
抵抗化、IGZOの欠陥低減処理を施すことで、移動度の向上や
オンオフ特性を一桁改善した。また、デバイス試作については、
TFT読み出し回路に赤色用有機光電変換膜を形成した1層目赤
色用素子上にアルミニウム酸化物とチタン酸化物の積層膜、お
よびエポキシ樹脂で構成した層間絶縁膜を形成し、その上に低
温形成技術により2層目TFT読み出し回路、緑色有機膜を順次
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（駆動回路内蔵）

絶縁膜
集束電極

電子ビーム

ゲート電極
陰極

電界集束型冷陰極
（2013年度）

　図2　撮像板および電界集束型冷陰極の模式図

層間絶縁膜

有機膜

ガラス基板 拡大

10μm 光透過型
TFT回路

光

　図1　直接積層プロセスによるデバイスの断面図

2層目TFT回路
+緑色用有機膜

1層目TFT回路
+赤色用有機膜

層間絶縁膜
約10 μm

2層目TFT回路
+緑色用有機膜

1層目TFT回路
+赤色用有機膜

　図2　試作した直接積層有機撮像デバイスと撮像例
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形成した2層構造の直接積層デバイスを試作し、撮像動作を確
認した（図2）(1)。これにより、有機撮像デバイスの高解像度化
への見通しが得られた。この研究は、有機光電変換膜開発の
一部については埼玉大学と、また、TFT回路の開発については
高知工科大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 堺，瀬尾，相原，大竹，久保田，古田：“有機撮像デバイスの高

解像度化に向けた直接積層構造の開発，”	映情学年次大，15-1
（2013）

6.1.3　3 次元構造撮像デバイス要素技術の研究
超高精細と高フレームレートを両立できる画素並列信号処理
技術の実現に向けて、3次元構造撮像デバイスの研究を進めて
いる。本デバイスは、光電変換部の直下に画素ごとに信号処理
回路を配置することで、信号を全画素並列に読み出すことが可
能となり、画素数が増えても高いフレームレートを維持すること
が可能である(図1)。
2013年度は、信号処理回路の設計に取り組むとともに、光
電変換部と信号処理回路を積層する技術を開発し、デバイスの
動作原理を検証した。信号処理回路は、広いダイナミックレン
ジを実現でき、入射光量をパルス数に変換する回路構成(図2)と
し、3次元的な配線経路を考慮するシミュレーション手法を考案
した(1)。また、2012年度に開発した金属電極と絶縁体が混在
する回路基板を直接接合する技術に、新たに開発した回路基
板の薄片化技術を組み合わせて、光電変換部の直下に信号処
理回路を3次元的に積層した素子を試作した。この試作した素
子が入射光量に応じた数のパルス信号を出力することを確認し、
画素内で光をデジタル信号に変換してデバイスの深さ方向に読
み出す3次元構造撮像デバイスの基本原理を実証した。この研
究は、東京大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 後藤，萩原，井口，大竹，更屋，日暮，年吉，平本：“撮像デバ

イスの3次元構造化に向けた画素内A/D	変換回路の設計，”	第
30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム講演
論文集，	6PM3-PSS-44	(2013)

6.2　次世代記録技術

6.2.1　磁気記録技術 

■ 微小磁区記録デバイスの研究 
可動部のない高速磁気記録デバイスの実現を目指して、磁性
細線中の微小磁区の移動を利用した記録デバイスの開発を進め
ている。2013年度は、2012年度に開発した、磁性細線中の
微小磁区をパルス電流により駆動制御する技術に加え、その駆
動された微小磁区の磁化方向（↑向き、↓向き）を磁性細線の
直上に設置した磁界センサーによって検出する技術、すなわち
微小磁区の磁化方向に対応した2値データを読み出す再生技術
の開発に取り組んだ。
微小磁区の駆動技術では、パルス電流の印加系を見直すこと
によって、パルス幅が2012年度の500ナノ秒と比べて、10倍高
速な50ナノ秒のパルス電流でも微小磁区を駆動させることに成
功し、微小磁区の高速駆動性能を実証した。
微小磁区の再生技術では、TMR型磁界センサーを用いたナノ

磁区観察装置を試作し、磁性細線中の微小磁区から発生する
磁束の密度およびその空間分布を直接検出する評価技術を開発
した。これまでの磁気力顕微鏡を用いた磁区観察法と比べ、磁
性細線の磁区状態を定量的に測定できることから、磁性細線
の材料・構造の設計指針が得られた（図1）。
磁性細線についても、磁区駆動と再生を同時に同一サンプル
上で検証できるよう、素子の電極構造および作製手法の見直し
を図った。ネガ型電子線リソグラフィーおよびイオンビームミリ
ング法を組み合わせることによって、これまでの素子と比べて磁
区のトラップサイトの少ない超平坦な磁性細線を試作するプロセ
スを開発した。
これら開発した微小磁区の高速駆動技術・ナノ磁区観察装置・
超平坦磁性細線を組み合わせることによって、磁性細線中の複
数の微小磁区を50ナノ秒幅のパルス電流で駆動させながら、そ
の位置の動きを磁性細線の直上に固定した磁界センサーで連続

画素

画素並列読み出し

入射光
光電変換部

信号処理回路

　図1　3次元構造撮像デバイス

光電変換部
（上層）

信号処理回路
（下層）

入射光 出力

パルス

　図2　回路構成
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的な磁化方向の変化としてリアルタイム検出することが可能とな
り、微小磁区記録デバイスの再生技術として利用できることを
実証した。

〔参考文献〕
(1)	 M.	 Okuda,	 Y.	Miyamoto,	 E.	Miyashita	 and	N.	 Hayashi:	

“Evaluation	 of	Magnetic	Flux	Distribution	 from	Magnetic	
Domains	 in	 [Co/Pd]	Nanowires	by	Magnetic	Domain	Scope	
Method	using	Contact-scanning	of	Tunneling	Magnetoresistive	
Sensor,”	 J.	Appl.	 Phys.	Vol.	 115,	No.	 17,	 pp.	 17D113.1-
17D113.3	(2014)

(2)	 宮本，奥田，宮下	：	“磁性細線を用いた超高速記録デバイスの研
究，”	映情学誌	Vol.	68，	No.	1，pp.	J34-J40	(2014)

6.2.2　ホログラムメモリー

■ 高速高密度ホログラムメモリーの研究 

8Kスーパーハイビジョンのアーカイブメディアには超大容量・
高転送速度であることが求められる。この要求に応える記録技
術として、2次元ページデータを一括で記録・再生し、かつ高密
度の多重記録を可能とするホログラムメモリーの研究を進めてい
る。2013年度は、記録密度向上を目指した多重記録技術と、
高速再生技術のさらなる高速化に取り組んだ。
これまでの多重記録技術では、光の入射角度を変えることに
より記録媒体の同一箇所へ複数のデータを重ね書きする角度多
重を用いていた。この場合の多重数は、入射角度の可変範囲で
制約され、当所でも多重数300を実証している。さらなる多重
数の向上を図るため、従来の1次元方向の角度多重を拡張した2
次元角度多重方式を新たに開発した。これは従来の角度多重に
加え、記録媒体を面内方向に角度変更して記録するものである。
提案方式を用いた結果、多重数を600に増加した場合でも平均
ビット誤り率が10-4台と実用的なレベルに抑えることができた。
高速再生技術については、2012年度までにGPU(Graphics	
Processing	Unit)により開発してきた再生信号処理アルゴリ
ズムを、FPGA(Field	Programmable	Gate	Array)へ 適 用し、
500Mbpsのスループットを確認した。FPGAへの適用に際して
は、あらかじめGPUを用いて所要ビット数の検証や乗算器数を
低減するアルゴリズムを改良することにより、ハイビジョンを超え

る画素数の超高精細映像のリアルタイム再生に成功した(1)（図1）。

〔参考文献〕
(1)	 T.	Muroi,	N.	Kinoshita,	N.	 Ishii,	K.	Kamijo	and	H.	Kikuchi:	

“Holographic	Data	Storage	with	Wavefront	Compensation	and	
Parallel	Signal	Processing	 for	Readout	of	Beyond	HD	Video	
Signal,”	 International	Workshop	on	Holography	and	 related	
technologies	(IWH)	2013	Technical	Digest,	16c-5	(2013)

6.3　次世代表示技術

6.3.1　フレキシブルディスプレー 
家庭での大画面8Kスーパーハイビジョンの視聴を可能とする
シート型ディスプレーの実現を目指して、丸めて持ち運びができ、
軽量でフレキシブルなディスプレーの研究を進めている。2013
年度は、本ディスプレーの基盤技術として、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、マトリックス駆動に必要
な薄膜トランジスター（TFT）、柔軟な表示用有機材料・素子の

研究に取り組んだ。

■ 表示パネル作製技術
大画面で高画質なシート型ディスプレーの実現を目指し
て、プラスチックフィルム基板を用いたアクティブ駆動有機EL
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　図1　超高精細映像リアルタイム再生の様子
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　図1　微小磁区構造の評価手法の比較



（Electroluminescence）表示パネルの試作を進めた。大画面
化には、大型化に適したプロセス技術の構築に加えて、パネル
消費電力の低減が必要となる。2013年度は、低消費電力で長
寿命な特性を示す赤色リン光有機ELを使用して8インチサイズ
VGA（640×480）画素のパネルを200℃以下の低温プロセス
で作製した。
パネルに使用した赤色有機ELは、発光材料として白金錯体

を、エネルギーを発光材料に受け渡すためのホスト材料にベリ
リウム錯体を組み合わせた。これにより、素子内に注入された
電荷をほぼ100%発光として取り出せ、発光特性の優れた有機
EL素子を実現した(1)。
試作したパネルは、厚さ約0.3mm、重量約15gで、薄くて軽

く湾曲可能である。駆動素子である酸化物薄膜トランジスター
（TFT）アレーは、約8cm2/Vsの移動度を示し、パネル内の各
点についてほぼ同等の駆動性能が得られた。ディスプレー表示
は、赤緑青の各画素が均等に発光し、ピーク輝度は100cd/m2
以上で、画面全体においてほぼ均一な動画表示を確認した。
フレキシブルディスプレーの大型化、生産性向上を目指

し、印刷技術をベースとしたパネル作製技術の開発を進めた。
2013年度は、インクジェット印刷法を用いた有機EL材料のパ
ターン形成、塗布形成可能なゲート絶縁膜の開発、スクリーン
印刷法による有機EL用電極の形成などを行い、有機EL材料に
加えて配線や電極も含めて印刷をベースとしたパネルの試作に
成功した。

■TFT材料・素子
大画面シート型有機ELディスプレーの駆動素子として高移動

度で大面積形成が可能な酸化物半導体（IGZO-TFT）、ならび
に低温形成が可能で柔軟な有機TFTの研究を進めた。IGZO-
TFTについては、寄生容量低減、短チャネル化が可能なセルフ
アラインIGZO-TFT作製技術の開発を進めた。エキシマレーザー
照射によってIGZOを低抵抗化する技術を用いてチャネル長9μm
のセルフアラインIGZO-TFTを作製し、セルフアライン作製技
術により短チャネル化が可能であることを実証した。また、エキ
シマレーザーの照射強度に対して十分に広いプロセスマージンを
有していることを示した(2)。レーザー強度分布の不均一性や照射
ごとの強度ばらつきの影響を抑えることができるため、高性能な
セルフアラインIGZO-TFTを大面積に均一に形成できる。また、
TFT特性の解析技術として、欠陥密度の高速な評価手法を新た
に開発した。容量測定と高速なシミュレーションを組み合わせ
ることで、従来の二次元シミュレーターを用いた手法に比べて、

短時間（1/10以下）での欠陥密度の抽出が可能になった。これ
により、作製プロセス評価が容易に実施でき、デバイス開発の
促進が期待される。
有機TFTについては、ゲート絶縁膜の局所的な表面塗れ性を
利用した塗布型半導体の微細パターニング手法において、溶液
からの結晶析出の方向を制御することで、結晶膜の均一性を向
上させる技術を開発した。また、将来の超柔軟なフレキシブルディ
スプレー実現に向けた基盤技術として、透明な紙基板を用いた
TFTアレーの試作・評価を進めた結果、従来のプラスチック基
板と遜色ない電気特性を達成するとともに、曲率半径2mmの
湾曲状態でも正常に動作することを確認した。

■ 表示材料・素子
フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化・低消費電力化
に向けて、新規デバイス構造・発光材料・電荷輸送材料の研究
開発を進めた。有機ELをフレキシブルディスプレーに応用するた
めの最大の課題は、有機ELが酸素・水分に弱く、柔軟な材質
であるプラスチック基板上では劣化してしまうことである。2013
年度は、通常の有機ELとは電極構造を逆にした逆構造有機EL
（iOLED）を開発し、プラスチック基板を用いた封止下において
も250日劣化しないことを確認した（図2）。逆構造とすることで
主な劣化要因である陰極や電子注入層の材料の選択性を高める
ことができ、特に新規電子注入層の開発により、酸素や水分に
強い有機ELを実現した。さらに、その有機ELを用いた5インチ
の単色ディスプレーを試作し、ディスプレーへの適用性を実証し
た(3)。このiOLEDの開発は、（株）日本触媒と共同で実施した。
また、高効率かつ長寿命なリン光有機EL素子内の発光機構
を解明した。有機ELデバイスの発光機構は複数の過程を経る
ためその解明は困難とされてきたが、発光に関わる過程を単純
化することで、高効率かつ長寿命なデバイス内における励起状
態の挙動を明らかにした。さらに、電荷輸送材料に依存したデ
バイス性能を評価し、高効率かつ長寿命な緑色リン光発光材料
に適した電荷輸送材料の基本分子構造を見出した。これらの研
究の一部は、総務省の委託研究「究極の省電力ディスプレー実
現に向けた高効率・長寿命有機ELデバイスの研究開発」を受託
して実施した。

■ 熱音響素子
フレキシブルディスプレーへの適用を目指した発音素子とし
て、熱音響素子の基礎的研究に取り組んだ。これは、素子に
柔らかいフィルム基材を用い、電極で発生した熱を電極表面に
接した空気に直接伝えることによって、空気の密度を変化させて
発音する原理である。本素子の音響特性を測定し、可聴域から
100kHzに及ぶ広い周波数帯域で再生できることを確認した。

有機ELの
構造

通常

保存時間

1日 15日 51日 103日

1日 8日 58日 104日 250日
逆構造

　図2　逆構造有機EL素子の保存寿命
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　図1　試作した8インチVGA
　　　フレキシブル有機ＥＬディスプレー



〔参考文献〕
(1)	 G.	Motomura,	Y.	Nakajima,	T.	Takei,	Y.	Fujisaki,	H.	Fukagawa,	

H.	Tsuji,	M.	Nakata,	T.	Shimizu	and	T.	Yamamoto：“Oxide-TFT–
Driven	Flexible	Display	Using	Highly	Efficient	Phosphorescent	
OLED,”Proceedings	of	33rd	 International	Display	Research	
Conference,	10.4	(2013)

(2)	 M.	Nakata,	H.	Tsuji,	Y.	Fujisaki,	H.	Sato,	Y.	Nakajima,	T.	Takei,	
T.	Yamamoto	and	T.	Kurita：“Fabrication	method	for	self-aligned	

bottom-gate	oxide	 thin-film	 transistors	by	utilizing	backside	
excimer-laser	 irradiation	 through	substrate,”	Appl.	Phys.	Lett.,	
Vol.103,	pp.142111.1-142111.4	（2013）

(3)	 H.	Fukagawa,	K.	Morii,	Y.	Arimoto,	M.	Nakata,	Y.	Nakajima,	T.	
Shimizu	and	T.	Yamamoto：“Highly	Efficient	Inverted	OLED	with	
Air	Stable	Electron	Injection	Layer，”	Technical	Digest	Paper	of	
SID	Symposium,	P-140L,	pp.1466-1469（2013）

6.3.2　次世代表示デバイス

■スピン注入型空間光変調器の研究

自然な立体像を表示することができる空間像再生型の立体テ
レビの実現を目指し、電子ホログラフィー用表示デバイスの研究
に取り組んでいる。広い視域で立体像を動画表示するためには、
これまでにない微細な画素で構成される超多画素・高速動作
の空間光変調器（SLM：	Spatial	Light	Modulator）が必要であ
る。当所では画素ピッチ1μm以下のスピン注入型SLM（スピン
SLM）を提案し、その開発を進めている(1)。スピンSLMは画素
を構成する磁性体の磁化方向に応じて反射光の偏光面が回転
する磁気光学カー効果を利用し、その磁化方向を画素に流す電
流の向きによって制御(スピン注入磁化反転)する。これまでに、
スピン注入用GMR（Giant	Magneto-Resistance：巨大磁気抵
抗）素子と、直接電圧を印加して画素をON/OFF動作する単純
マトリクス駆動方式の1次元GMR型スピンSLMを開発した。
2013年度は、超多画素スピンSLMの実現に向け、新たにス
ピン注入用TMR（Tunnel	Magneto-Resistance：トンネル磁
気抵抗）素子、画素ごとにトランジスターを搭載して正確にON/
OFF動作できるアクティブマトリクス（AM）駆動方式TMR型
スピンSLMの開発に取り組んだ。AM駆動方式TMR型スピン
SLMは、画素ごとの駆動素子であるトランジスター上にTMR光
変調素子を積層したものである（図1）。TMR光変調素子は、磁
化固定層、絶縁層、および光変調層として、それぞれテルビウム・
鉄・コバルト（Tb-Fe-Co）合金とコバルト・鉄（Co-Fe）合金の
積層膜、酸化マグネシウム（MgO）膜、およびガドリニウム・鉄
（Gd-Fe）合金膜を適用した。今回、膜厚約1nmの極薄MgO膜
をCo-Fe膜で挟み込んだ磁気トンネル接合とすることで、MgO
の結晶性を改善し、低電流駆動を可能にした。さらに、光変調
層にガドリニウムバッファー層を挿入することで、Gd-Fe膜の垂
直な方向に磁化しやすい性質（垂直磁気異方性）を向上し、光
変調性能を改善した。AM駆動素子として、単結晶シリコン基
板上にMOSトランジスターの2次元アレー（画素数10×5、画
素ピッチ5μm）を形成した回路基板を設計・試作した。この2次
元アレー上にサブミクロンサイズのTMR素子を配置するために、
位置合わせ精度20nm以下の超微細プロセス技術を開発し、2
次元スピンSLMを試作し、外部磁界制御によりGd-Fe光変調
層の磁化反転動作を確認した。
一方、立体像表示の原理検証のために、GMR構造からな
る固定パターン（GMRホログラム：画素ピッチ1μm、画素数
3840×2160）を設計・試作し、広視域角37度での立体像再生
の基本動作を実証した。また、GMRホログラムに外部磁界を
印加して、再生像のON/OFF動作も確認した(2)。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。

■ 光線制御デバイスの研究

将来のレンズレスのインテグラル立体ディスプレーへの応用を
目指して、サブミクロンサイズの微細化構造の干渉効果によっ
て光線を斜め方向に出力制御できるデバイスの開発を進めてい
る。2013年度は、出力光で発生していたサイドビーム（目的の
方向以外に出力されるビーム）と迷光（微細化構造物以外を通
過する漏れ光）を低減する素子構造を提案し、その基本動作を
検証した。シミュレーションにより微細化構造物の数を3個から
6個に増加させることで、サイドビームを20%まで抑圧できるこ
とを見出した(3)。この解析結果に基づき、サブミクロンサイズの
構造物をもつ素子を設計・試作するとともに、金属遮光膜によ
る迷光除去対策を実施することで、斜め方向へ出力する光線の
サイドビームが低減できることを確認した。

〔参考文献〕
(1)	「ホログラフィー基盤技術」特集号，NHK技研R&D，No.138（2013）
(2)	 K.	Machida,	D.	Kato,	T.	Mishina,	H.	Kinjo,	K.	Aoshima,	A.	

Kuga,	H.	Kikuchi	and	N.	Shimidzu,	“Three-dimensional	 image	
reconstruction	with	a	wide	viewing-zone-angle	using	a	GMR-
based	hologram,”	OSA	Topical	Meeting	Digital	Holography	and	
3-D	Imaging,	DTh2A.5	(2013)

(3)	 Y.	Hirano,	K.	Tanaka,	Y.	Motoyama,	N.	Saito,	H.	Kikuchi	and	
N.	Shimidzu,	 “Directionality	Control	of	Light-emitting	Devices	
Through	Sub-micron	Dielectric	Structures,”	2nd	 Int.	Conf.	on	
PHOTOPICS	2014,	pp.163-169	(2014)
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　図1　AM駆動方式TMR型スピンSLMの基本構造
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7.1　外部との連携

7.1.1　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。
放送業務の標準化を所掌するITU-R	SG6では、8Kスーパーハ

イビジョン（SHV）の映像方式の勧告BT.2020に引き続き、22.2
マルチチャンネル音響のスピーカー配置を含む、チャンネルベース・
オブジェクトベース複合方式の勧告BS.2051が2014年2月に成立
した。
MPEG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MMT（MPEG	Media	Transport）について、パケット構造やハ
イブリッド配信のための制御信号などMMTの主要パートが国際規
格になった。高能率音声圧縮符号化の規格であるMPEG-4	AAC
に、22.2マルチチャンネル音響の追加を提案し改定された。2013
年度から新たにインテグラル方式の立体テレビの符号化技術につ
いて標準化活動を開始した。
SMPTEでは、UHDTV映像規格S2036-1にITU-R	BT.2020	

に準じたフレームレート	120Hzおよび広色域対応を追加し改訂さ
れた。
米国のテレビ放送方式を策定する標準化団体ATSC

（Advanced	Television	Systems	Committee）が、2013年度に次
世代の地上デジタル放送方式の策定を開始した。NHKからSHV
地上放送を目指して研究開発を進めている伝送・多重技術の成果

をATSC3.0会合で提案し、会議に継続して参加した。
放送通信連携コンテンツの記述に用いられるHTML5を規定す

るW3C（World	Wide	Web	Consortium）では、総会であるTPAC	
（Technical	Plenary	/	Advisory	Committee	Meeting）会議で、
NHKから2013年3月のIPTVフォーラムでのハイブリッドキャスト仕
様策定と、同年9月からのサービス開始状況などを報告し、標準化
を推進した。
ベトナム・ハノイで開催されたアジア・太平洋放送連合（ABU）の
技術委員会・年次大会では、NHKから基調講演を行ったほか、9件
の制作・伝送・周波数などのトピックグループ議長報告やプロジェ
クトマネージャーによるレポート提出などを行った。このほか、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を
行った。
このほか、欧州放送連合（EBU）、国際標準化機構（ISO）、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、（一社）電子情報産業協会（JEITA）、（一社）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。

8Kスーパーハイビジョン、ハイブリッドキャストを中
心に技研のさまざまな研究成果をアピールするととも
に、技研公開をはじめとする各種広報・展示活動、外
部との連携、番組協力を積極的に進めた。

電波とネットの両方を用いて配信するための多重化
方式MMT（MPEG Media Transport）の主要パートが
MPEGでの国際規格に、22.2マルチチャンネルの音響
システムがITU-Rでの国際規格BS.2051として承認され
た。ITUの他にもABU、情報通信審議会、電波産業会
など国内外の標準化活動に貢献した。デジタル放送方
式ISDB-Tの国際展開にも講師の派遣など積極的に進
めた。

2013年度の技研公開は、「期待、見たい、感じた
い」をテーマに、世界初となる8K対応HEVCリアルタ
イムエンコーダーなどスーパーハイビジョン、ハイブリッ
ドキャストを中心に37項目の研究展示及び、特別講演
2件、研究発表3件を実施し、延べ20607人の方々にご
来場者いただいた。技研公開以外に、国内外で計31
件の外部展示を実施した。

その他、136件1771名の方々に視察・見学いただいた。
この中には41件387名の海外からの来訪者が含まれて
いる。

技研の研究成果は、13件の報道発表をはじめ、国
内外の会議、学会誌などに計610件を発表した。研
究成果の権利化も進め、2013年度は、NHK全体で、
488件の特許出願を行い、320件の権利を取得した。
NHKの特許保有件数は、2013年度末で2017件である。

外部との連携では、共同研究27件、受託研究7件、
滞在研究員28名（実習生24名を含む）、研究員海外派
遣2名を実施した。

研究成果のうち、多視点ロボットカメラ、ハイブリッ
ドセンサーによるバーチャルスタジオ、マラソン中継に
おけるマクロダイバーシティー受信システムなどがNHK
の番組制作に活用された。2013年度の番組協力の総
件数は53件である。なお、技研の研究成果の評価結
果として、2013年度は、電波功績賞、高柳健次郎業績
賞など36件受賞している。
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7.1.2　海外の研究機関等との連携
ブラジルでの	2014	年サッカーW杯、2016	年の	リオ	五輪
において、現地での8Kスーパーハイビジョン（SHV）伝送や制
作を円滑に進めるためには、現地の放送局や通信事業者との協
力関係の構築が重要である。SHVのブラジルから日本へのIP伝
送に向けて、ブラジルの学術回線団体RNPと協力して伝送テス
トを重ねた。また、SHV	の理解促進を目的として現地の放送
事業者TVGloboと協力して展示を実施した。
22.2chマルチチャンネル音響の標準化では、独フラウンホー
ファー研究所、ABU、TVGloboなど多くの研究機関等と協力を
得て進めた。
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および
CCTV（中国）、KBS（韓国）と合同で10月に中国・北京で開催
した。
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たことを契機に、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。その成果とし
て、ISDB-Tは海外15か国で採用された。2013年2月に採用を
決めたボツワナ共和国やフィリピンでのISDB-Tセミナーに講師
として参加した。

■主な標準化機関での活動における役職者 
■ ITU（国際電気通信連合） 
委員会名 役職
ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）	
SG6（放送業務）	 副議長

WP6B（放送サービスの構成とアクセス）	 議長

■ ABU（アジア・太平洋放送連合）
委員会名 役職
技術委員会	 副議長

■ 情報通信審議会
委員会名 役職
情報通信技術分科会
周波数管理・作業計画委員会	 専門委員
電波伝搬委員会	 専門委員
衛星・科学業務委員会	 専門委員
放送業務委員会	 専門委員
陸上無線通信委員会	 専門委員

■ TTC  （情報通信技術委員会） 
委員会名 役職
IPTV 専門委員会	 委員長

 

■ ARIB（電波産業会）
委員会名 役職
技術委員会
放送国際標準化ワーキンググループ	 座長
品質評価法調査研究会	 委員長
モニタリング評価法作業班主任	 主任
平面ディスプレイ画質評価法作業班	 主任
音声品質評価法作業班	 主任

放送新技術調査研究会	
将来型 3DTV検討作業班	 主任
次世代デジタル放送伝送技術検討作業班	 主任

デジタル放送システム開発部会	 委員長
SBTVD-T 規格化対応タスクフォース	 リーダー
権利保護作業班	 主任
映像符号化方式作業班	 主任
データ符号化方式作業班	 主任

高度データ映像（H.264）TG	 リーダー
多重化作業班	 主任

ダウンロード方式 TG	 リーダー
データ放送方式作業班	

アプリケーション制御アドホック	 リーダー
放送サービス応用メタデータ作業班	 主任
デジタル受信機作業班	 主任

ダウンロード TG	 リーダー
緊急情報伝送 TG	 リーダー
　　ACセキュリティAHG	 リーダー
超高精細度 TV放送受信機 TG	 リーダー

衛星デジタル放送作業班	 主任
地上デジタル放送伝送路符号化作業班	 主任
3DTV放送方式検討作業班	 主任

素材伝送開発部会	
　　地上無線素材伝送作業班	 主任

ミリ波素材伝送 TG	 リーダー
新周波数対応 FPU検討 TG	 リーダー

超高精細度 TVスタジオ設備開発部会	 委員長
音響システム検討作業班	 主任
機器間インタフェース検討作業班	 主任

規格会議
小電力無線局作業班	

ラジオマイクWG	
　　新デジタル伝送方式検討 TG	 リーダー
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7.1.3　共同研究、研究相互協力、連携大学院
2013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27件の共同研究および13件の研究相互協力を実施した。
また、8つの大学（千葉大学、電気通信大学、東京工業大学、
東京電機大学、東京理科大学、東邦大学、東北大学、早稲田

大学）と教育研究に対する連携・協力などを目的とした連携大学
院の協定を結び、非常勤講師の派遣、実習生の受け入れなどを
行った。

7.1.4　滞在研究員、実習生の受け入れ、研究者の海外派遣
ABU加盟機関からの若手研究者の受け入れプログラムに基づ
き、ベトナムから1名の研究者を受け入れた。また、国内の放送
事業者から2名の研究者を受け入れた。さらに、ポストドクター
に1件の研究委嘱を実施した（表1）。
大学等からの要請により、卒業論文や修士論文作成のための
実習生を9校（電気通信大学、東海大学、東京電機大学、東

京理科大学、長岡技術科学大学、早稲田大学、東京工業大学、
東京女子大学、慶應義塾大学）から24名受け入れ、指導を行っ
た。
海外における研究のため、アメリカに研究員2名を派遣した	

（表2）。

7.1.5　委託研究の受託
放送技術関連の研究をより効果的・効率的に推進するために、
国および公的機関の研究開発プロジェクトに参加して、研究を
実施している。2013年度は、国や公的機関（総務省、NICT*、
SCOPE**）から委託された7件の研究を実施した。
●	次世代衛星放送システムのための周波数有効利用促進技術
の研究開発

●	周波数有効利用に資する次世代放送基盤技術の研究開発
●	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

▶	革新的三次元映像表示のためのデバイス技術
▶	感性情報認知・伝達技術

●	複合撮像面による空間情報取得システムの研究開発
●	究極の省電力ディスプレイ実現に向けた高効率・長寿命有機
ELデバイスの研究開発

●	生活空間における人の注視に着目した映像コンテンツ評価手
法に関する研究開発

*	NICT：独立行政法人	情報通信研究機構
**SCOPE：戦略的情報通信研究開発推進制度

7.1.6　委員会、研究アドバイザー、客員研究員
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
を延べ15回開催し、研究アドバイザーの方々からご意見をいた
だいた。また、5件の研究題目を客員研究員に委嘱し、研究を

実施した。

　表1　研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ

滞在研究員 2013/2/1～ 2013/6/30 スマートテレビに関するサービスモデルの研究
滞在研究員 2014/1/14～ 高度化ハイブリッドキャストにおけるサービスに関する研究

ABU滞在研究員 2012/12/1～ 2013/5/31 スーパーハイビジョンのケーブル伝送技術の研究
ポストドクター 2012/5/1～ 高精細映像における立体感の受容特性

　表2　研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ

アメリカ	デューク大学 2013/8/1～ 2014/1/31 複数台のカメラを用いた超多画素カメラシステムの構築技術の研究査
アメリカ	ミシガン大学 2013/8/29 ～ 2014/2/28 シート型ディスプレーの大画面化・多画素化に適した画素構造の研究
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■ 研究発表 
タイトル	 講師
次世代放送システムのメディアトランスポート技術	 青木　秀一	 次世代プラットフォーム研究部
スーパーハイビジョン対応HEVCリアルタイム符号化装置	 杉藤　泰子	 テレビ方式研究部
大画面シート型テレビを目指したフレキシブル有機ＥＬディスプレー	 中嶋　宜樹	 表示・機能素子研究部

■ 研究展示

■ ポスター展示

■	体験型展示
	 1	 やさしい日本語でニュースを読んでみよう	 2	 あみの目の向こうのかくれんぼ	 3	 速く動いてもくっきり見える

7.2.2　海外展示
4月に、世界最大の放送機器展であるNAB	 Show	 2013

（National	Association	of	Broadcasters	Show	2013）において、
300インチシアター、カメラ、地上伝送など最新の8Kスーパーハイ
ビジョン（SHV）技術、およびハイブリッドキャストの研究成果を展
示し、技術が急速に進歩・発展していることをアピールした。期間
中、NAB	Showには約9万2千人が世界各国から来場した。
9月には、欧州最大の放送機器展IBC2013（International	

Broadcasting	Convention	2013）にて、NAB	Showと同様にSHV

とハイブリッドキャストのほか、8K対応のHEVCリアルタイムエン
コーダーを日本国外で初めて展示し、注目を集めた。IBCには約5万
3千人が来場した。
10月には、アジア太平洋地域の放送に関する課題を議論する
ABU2013（Asia-pacific	Broadcasting	Union	2013）においても
SHV・ハイブリッドキャストを展示し、アジア各国の放送関係者の
大きな関心を集めた。

■ 海外展示　3 件

1 ハイブリッドキャスト 14 評判分析のためのTwitter解析技術 27 2次創作を楽しむSNS型コンテンツ創作システム
2	 ハイブリッドキャストのさらなる進化 15 気象情報を対象にした手話CGへの翻訳システム 28 携帯端末のカメラを用いた放送通信連携技術
3 機動的なスーパーハイビジョン番組制作機材 16 2次元・3次元情報の触覚・力覚提示技術 29 12/21GHz帯広帯域衛星伝送技術

4
120Hzフルスペックスーパーハイビジョン
イメージセンサー

17
非圧縮スーパーハイビジョン信号伝送用
120GHz帯FPU

30 素材映像マネージメントシステム「素材バンク」

5 スーパーハイビジョンカメラ用小型記録装置 18 次世代放送システムのメディアトランスポート技術 31 NHK放送博物館

6
スーパーハイビジョンHEVCリアルタイム
エンコーダー

19
お年寄りにも聞きやすい番組音声調整
システム

32 NHK技術の活用と実用化開発の紹介

7
12GHz帯衛星放送によるスーパーハイビジョン
伝送技術

20 広色域スーパーハイビジョンシステム 33 放送局で活躍する技術

8 次世代地上放送に向けた大容量伝送技術 21 多視点ロボットカメラシステム 34 フレキシブル有機ELディスプレー
9 スーパーハイビジョン長距離光伝送システム 22 低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式 35 ホログラムメモリーの高速再生技術

10
音響一体型145インチスーパーハイビジョン
ディスプレー

23 IP無線モバイル中継技術 36 次世代撮像デバイスに向けた要素技術

11 インテグラル立体テレビ 24 次世代地上放送の移動体・携帯端末向け伝送技術 37 リモコンの色ボタンチャンネル誘導サービス

12
超解像技術を用いたリアルタイム映像符号化
システム

25 P2Pライブ映像配信技術 J デジタル放送受信相談コーナー

13 ハイブリッドキャストアプリ制作・配信システム 26 放送通信統合型のアクセス制御システム

1 放送コンテンツの並列分散処理システム 6 光電変換膜内の低電圧電荷増倍技術 11 光波長多重を用いたディスプレー駆動技術

2	
スーパーハイビジョン22.2マルチチャンネル
音響ワンポイントマイクロホン

7 磁性細線の低電流磁区駆動技術 12 セルフアライン酸化物TFT作製技術

3
インテグラル立体テレビ観視時の眼球の調節
応答

8 薄型光ディスクを用いた高密度記録技術 13
サブミクロンサイズの構造物による発光素子の指向
性制御

4
大規模災害など緊急放送の字幕付与に向けた
音声認識の改善

9 トンネル効果を用いたスピン注入型空間光変調器

5 個人嗜好モデルに基づく番組推薦技術 10 熱音響効果を用いたフレキシブル発音素子

イベント名 日程 展示項目
NAB	Show	2013（アメリカ・ラスベガス） 4/8 ～ 4/11 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
IBC2013（オランダ・アムステルダム） 9/13 ～ 9/17 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ABU2013（ベトナム・ハノイ） 10/23 ～10/29 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
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7.2.3　国内展示
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、インターネット経由で放送番組の関

連コンテンツを番組進行に同期して提供する“ハイブリッドキャスト
連動アプリ”を開発し、多くのイベントで出展した。

■ 国内展示　28 件

7.2.4　学会などへの発表
映像情報メディア学会、電子情報通信学会などの国内学会で
研究成果を多数発表したほか、IEEE	Transactions、Applied	
Physics	Letters、Advanced	Functional	Materialsなどの海外
学会誌に論文が採録された。

7.2.5　報道発表
放送技術研究所の研究成果を中心に、13件の報道発表を行っ

た。

7.2.6　視察、見学、取材への対応
ハイブリッドキャストやスーパーハイビジョンなど研究開発成果
の普及促進のため、国内外の放送関係者に対する見学対応を行っ
た。また、ＩＴＵやＩＢＣなどの規格化や国際展示会を主催する要
人、世界各国の放送事業者など、海外から多くの放送関係者が技
研を訪れた。
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イベント名(主なもの) 日程 展示項目
渋谷ＤＥどーも 5/3 ～ 5/5 テレビのしくみ、ハイブリッドキャスト
ケーブル技術ショー 7/30 ～7/31 スーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送技術
NHKサイエンススタジアム 9/28 ～ 9/29 スーパーHARPカメラ、ウルトラハイスピードカメラ
CEATEC　JAPAN	2013 10/1～10/5 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ひろしまIT総合展 10/23 ～10/25 ハイブリッドキャスト
NHK大阪放送局会館公開 11/8 ～11/10 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
NHK松山放送局会館公開 11/22～11/24 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ソチ五輪記念イベント「NHKオリンピックパーク」（渋谷） 2/8 ～ 2/23 ぐるっとビジョン、ウルトラハイスピードカメラ
NHK名古屋放送局テレビ60周年記念イベント 2/28 ～ 3/2 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト

国内学会誌	 58件
海外学会誌	 34件
国内学会・研究会など	 265件
海外学会・国際会議など	 130件
一般雑誌などへの寄稿	 51件
部外への講師派遣	 72件

合計	 610件

年月日 発表内容

2013/5/9
新しい多視点ロボットカメラシステムを開発
～複数カメラの連動制御で、よりダイナミックな映像表現が
可能に～

	5/9 「物の輪郭をなぞる感覚」を再現できる装置を開発～触れてわかる情報伝達の実現に向けて～	

5/9 「第67回技研公開」の開催について～ “期待、見たい、感じたい”をテーマに5月30日（木）から～

	5/9 世界初！	スーパーハイビジョン（8K）
～HEVC	符号化装置を開発～	

5/16 酸素や水分に強い有機ELデバイスを開発
～薄くて軽いシート型ディスプレーの実現に向けて～		

	5/16
単一周波数ネットワークによるスーパーハイビジョン（8K）の
地上伝送実験に成功
～時空間符号化技術でより安定した大容量伝送が可能に～

5/23 低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式を開発
～800MHz帯の円滑な周波数移行に向けて～

視察、見学
136件（うち、海外　41件）
1771人（うち、海外　387人）

取材 35件

年月日 発表内容

5/23 ハンディカメラでリアルタイムCG合成を実現
～カメラの位置や姿勢を計測する小型センサーの開発～	

5/27 超小型	スーパーハイビジョン（8K）Cube	型カメラヘッドを
開発

6/18
「2013年	ウォルター・コソノキー賞」を受賞
～スーパーハイビジョン（8K）イメージセンサーの研究に対し
て～	

	9/5 手話CG	評価ホームページを開設
～手話サービスの充実を目指して～	

2014/1/20 8Kスーパーハイビジョン	地上波での長距離伝送実験に成功

2/13 「第68回	技研公開」の日程を決定～	“ココロ動かすテクノロジー ”	をテーマに5月に開催	～	



7.2.7　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、「自然言語処理」、「高フレームレート映像
技術」「３次元映像技術」などを特集した。
海外向けのBroadcast	Technologyでは、「次世代地上放送に

向けた大容量伝送方式」、「やさしい日本語ニュースの公開実験」、
「スーパーハイビジョン用のイメージセンサーの研究・開発の動向」
などの最新の研究内容を紹介した。

■国内向け刊行物
　技研だより（和文、月刊）	 No.97～ No.108
　ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ（和文、隔月刊）	 No.139 ～ No.144
　研究年報（和文、年刊）	 2012年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast	Technology（英文、季刊）	No.52～ No.55
　ANNUAL	REPORT（英文、年刊）	 2012年度版

7.2.8　ホームページ
技研の概要、研究内容、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。ホームペー
ジのデザインをリニューアルし、情報を整理して分かりやすく見やす
いレイアウトを採用した。今年の技研公開では、テーマ音楽「その一
歩先へ」の公開や、土日に開催したイベント「実験室探検隊」の参
加者をNHKネットクラブと連携してホームページで募集を行うなど、
ホームページを積極的に広報活動に活用した。

7.3　研究成果の活用

7.3.1　番組協力 
研究開発成果は、多くの番組で利用されている。複数台のカメラ

を組み合わせて立体的な映像表現を可能にする多視点ロボットカ
メラシステムが、体操競技やフィギュアスケートの中継番組でダイナ
ミックに移動する被写体の撮影に用いられた。自然・科学番組で
は、暗闇でも撮影できるスーパーHARPカメラ、超高速度カメラ、昆
虫マイクが活躍した。2013年に実施した番組協力は、53件であっ
た。

■スポーツ中継で多視点ロボットカメラが活躍
移動する被写体の位置と動きに応じた多視点映像を撮影できる

多視点ロボットカメラシステムが、第52回NHK杯体操選手権にて
利用された。スポーツ選手を取り囲むように配置した複数のカメラで
同時に撮影した映像を切り替えて表示することで、時間を止めて被
写体の周囲を取り囲んで見ているかのような映像表現「ぐるっとビ
ジョン」を実現した。平行棒や鉄棒などの演技において、１つの視点
の映像では分かりづらかった選手の動きや姿勢を、さまざまな視点

の映像を用いて分かりやすく表現した。

■ ハイブリッドセンサーによるバーチャルスタジオ

カメラの動きや位置の情報を取得する小型センサー「ハイブリッ
ドセンサー」を、実写映像とCG映像を合成するバーチャルスタジ
オの撮影に使用した。ハイブリッドセンサーをハンディーカメラやク
レーンカメラに搭載することで、臨場感のある多彩なカメラワークが
可能となった。地方局でのさまざまな番組制作でも活用され、小規
模なスタジオセットでも画面いっぱいにCGを合成することで、広が
りのある映像表現を実現した。

■マラソン中継でマクロダイバーシティー受信システム
が活躍

マラソンなどのスポーツ中継では、移動するバイクや中継車から
無線で送信した映像を複数の受信点で受信している。開発したマク
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技研だよりNHK技研R&D BROADCAST 
TECHNOLOGY

技研ホームページ



ロダイバーシティー受信システムでは、従来よりも広範囲の数km～
数十km離れた各受信点の映像からノイズの少ない映像を組み合
わせることができ、安定に移動中継できるエリアを拡大することが

できた。また、このシステムはゴルフなどマラソン以外の競技の中継
でも活躍した。

7.3.2　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、デジタル放送の円滑な普及に寄与した。ま
た、NHKの知的財産を適正に管理する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、NHK保有技術をまとめた「技術

カタログ」を活用し、放送センターで開催された「番組技術展」や横
浜市他主催の「テクニカルショウヨコハマ2014」など地方自治体と
連携したイベントにおいてNHK保有技術や利用する仕組みのPR
を展開するなど積極的な技術移転活動に取り組んだ。

 
7.3.3　受賞、学位取得
電波功績賞、高柳健次郎業績賞など36件を受賞した。2013
年度は、新たに6人が学位を取得した。2013年度末の学位保
有者は、84人となった。
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ぐるっとビジョンによる平行棒の映像 開発したマクロダイバーシ
ティー受信システム

ハイブリッドセンサーを搭載した
ハンディーカメラ

区分 新規許諾数 年度末件数
契約件数 38 289
許諾権利数 29 426
（内訳）

特許権 17 217
ノウハウ 12 209

特許権などの実施許諾状況 (NHK総数）

区分 　件数
技術協力 28
受託研究 7

■ 技術協力 (NHK総数）

区分 新規出願数 年度末件数
国内出願 特許 447　　　　 1299　　　　

実用新案 0　　　　 0　　　　
意匠 0　　　　 　　　　0　　　　

海外出願 41　　　　 232　　　　
合計 488　　　　 1531　　　　

特許などの出願状況

区分 新規取得数 年度末保有数
国内 特許 307　　　　 1815　　　　

実用新案 0　　　　 0　　　　
意匠 0　　　　 　　　　8　　　　

海外 13　　　　 194　　　　
合計 320　　　　 2017　　　　

特許権などの保有状況

■ 特許





所長 藤沢 秀一

副所長　黒田　徹

研究計画・管理、広報、国際対応、外部連携など
部長

加藤　　隆特許出願・管理・活用、技術移転など

次世代衛星・地上伝送技術、ミリ波やひかりによるSHV素材伝送技術、
多重化技術など 池田　哲臣

池沢　　龍

SHV番組制作機器、効率的伝送に向けた映像符号化、高臨場感音響
システムなど 菅原　正幸

超多画素・高感度撮像デバイス、大容量・高速記録技術、シート型
ディスプレイ技術など 林　　直人

松本　春枝人事、労務、経理、局舎管理など

中山　匡

研 究 企 画 部

特 許 部

伝 送 シ ス テ ム 研 究 部

テ レ ビ 方 式 研 究 部

新 機 能 デ バ イ ス 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

2016 スーパー
ハイビジョン試験放送

２０１１ テレビジョンの
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

（2014年3月末現在）

特許権保有数 国内 1815件
（NHK総数） 外国 194件

学位保有者 84名 弁理士資格保有者 1名

職員数 252名 （うち研究者数 225名）

1930年6月 設立
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

受信契約第1号のお宅で
購入した米国製テレビ

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

（2014年3月末現在）

50 ｜ NHK技研研究年報2010
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研究主幹

目標

２０２０ スーパー
ハイビジョン本放送

目標

音声認識・合成、やさしい日本語、手話CGなど言語処理、触・力覚に
よる情報伝達など 藤井　真人ヒューマンインターフェース研究部

ハイブリッドキャスト、セキュリティ、メタデータの制作と活用、番組推薦など 山本　　真ハイブリッド放送システム研究部

IP 立体など空間再生立体映像システム技術、立体表示デバイス技術、
認知科学技術など 岩舘　祐一立 体 映 像 研 究 部

48　｜　NHK技研 研究年報 2013　



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 成城学園前駅行

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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