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ごあいさつ

NHK放送技術研究所長　黒田　徹

NHK放送技術研究所（技研）は、わが国唯一の放送技術分
野を専門とする研究機関として、また、公共放送NHKの一員
として、豊かな放送文化の創造に資する研究開発に取り組ん
でいます。

2017年度は、9月に放送衛星BSAT-4aの打ち上げが成功す
るなどインフラの整備が進み、2018年12月の新4K8K衛星放
送の開始に向けた準備が着実に進行していることを実感でき
る年となりました。今後も、2020年の本格普及に向けた取り
組みを進めるとともに、8Kの最上位フォーマットである「フ
ルスペック8K」映像制作・伝送機器の開発や、ご家庭で8K放
送を楽しんでいただくための技術の研究を推進します。

2018年2月には、世界で初めて音声合成による自動の「ロ
ボット実況」をスポーツ中継に活用して、NHKオンラインと
ハイブリッドキャストで公開しました。また、画像解析を用
いて番組映像を自動で要約する技術も、番組制作で活躍しま
した。今後も、より多くの方に放送を楽しんでいただくため
のユニバーサルサービスの技術や画像・音声・言語解析技術
など、AI（人工知能）を活用した番組制作支援技術の研究開
発を進めていきます。

NHKは、公共放送から、放送と通信の融合時代にふさわし
い“公共メディア”への進化に向けて、チャレンジを続けてい
ます。技研では、さらにインターネットを活用してテレビの
新たな可能性を追求する技術や、自然な立体像を楽しむこと
ができる立体テレビ、次世代放送デバイスなどの研究にも積
極的に取り組みます。

本研究年報は、技研の2017年度の研究開発成果をまとめた
ものです。本書が技研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。
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技研この1年
8Kスーパーハイビジョン
スーパーハイビジョン（SHV）の最上位フォーマットであるフレームレート
120Hzに対応した番組制作機器を中心に、SHVに関わる各技術の研究を進め
た。カメラ・記録関連の研究では、スポーツ番組で高精細なスロー映像を放送
するための240Hz（最大480Hz）のフレームレートでの撮影が可能なイメージ
センサーを搭載したSHV高速度カメラや、240Hzの映像を60Hzで同時再生可
能なスロー再生装置を開発した。SHVディスプレーの研究では、4K有機ELを4
枚組み合わせた8Kシート型ディスプレーを高輝度化するとともに、フレーム周
波数120Hzに対応した。また、ピーク輝度を従来の3倍以上となる3,500cd/
m2に高めた高輝度HDR対応8K液晶ディスプレーを開発した。伝送技術の研究
では、将来のSHV地上放送の実現に向けた暫定的な仕様の詳細設計を行い、仕
様検証のための実験試験局の整備を進めるとともに、21GHz帯による衛星伝送
方式やMMTによるIPマルチキャスト配信技術の研究を進めた。

→詳しくは、p.4

立体映像
次世代の超高臨場感放送を見据え、特殊なめがねが不要で自然で見やすい空
間像再生型立体テレビの実現に向けて、インテグラル方式とホログラフィー方
式の研究を進めた。インテグラル方式の立体表示技術の研究では、1,000ppi以
上の高密度8K-OLEDディスプレーによる直視型表示装置を開発した。ホログ
ラフィー方式では、表示デバイスとしてトンネル磁気抵抗光変調素子を用いた
アクティブマトリクス駆動のスピンSLMを試作し、2次元の画像表示に成功し
た。また、スポーツ中継をはじめとした新たな映像表現を目指した多次元映像
表現技術の研究を進めた。特に、近赤外線カメラを用いた高速被写体追跡シス
テム「ソードトレーサー」や多視点映像とCGを融合した「Sports 4D Motion」の
研究成果は、番組の制作において活用された。

→詳しくは、p. 18

インターネット活用技術
多様化する視聴者の生活環境に対応した“公共メディア”の実現に向けて、イ
ンターネット活用技術の研究を進めた。テレビ番組の配信メディアや視聴端末
の多様化に対して、ユーザーの状況に合った適切なメディアや配信元を自動選
択するメディア統合プラットフォームの研究を進め、スマートフォンへの実装
やユーザー評価実験により方式の有効性を確認した。また、動画配信技術とし
て、多視点カメラの映像に対して、ネットを通してスムーズに視点を切り替え
て視聴できるストリーミング技術や、360度カメラ映像をテレビで視聴可能に
するサーバーサイドレンダリング技術を開発した。ハイブリッドキャスト対応
テレビで連携サービスを実現するため、ハイブリッドキャストコネクトXの検
討を進め、民間放送事業者やメーカーの協力を得て、サービス事例の開発・展
示を行うとともに、IPTVフォーラムでの標準化を推進した。

→詳しくは、p. 24

高度番組制作技術
AI（Artifi cial Intelligence：人工知能）やビッグデータ解析技術を活用して高
品質で魅力的なコンテンツを制作する番組制作技術の研究や、スポーツ中継・
音楽番組などの番組素材を無線伝送する技術の研究、スポーツの競技音などを
クリアに収音する音響技術の研究開発を進めた。また、2016年度に技研に設
置した「スマートプロダクションラボ」を活用し、局内連携を強化する取り組み
を推進した。その結果、番組制作技術の研究成果が番組制作で利用されるなど、
具体的な成果に結びついた。番組素材を無線伝送する技術では、ミリ波帯
（42GHz）を利用したSHVワイヤレスカメラの試作と伝送方式の検証を進めた。
また、音響技術の研究では、ショットガンマイクロホンの性能を高精度にシ
ミュレーションする技術を開発した。

→詳しくは、p. 31

ビッグデータ解析技術を活用したツ
イート分析システム

メディア統合プラットフォームのス
マートフォンへの実装例 

バレーボール競技での利用を想定し
た、実写映像へのボール軌跡CG合成
例

高輝度HDR対応8K液晶ディスプレー
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人にやさしい放送技術
耳や目に障害のある方や、外国人を含むすべての視聴者に迅速かつ正確に情
報を伝える、「人にやさしい」放送の拡充のための研究開発を進めている。情報
提示の技術として、スポーツの試合中に配信される競技データを利用し、競技
状況やルールなどの手話CGを自動生成するシステムを開発し、スポーツ番組
での検証を行った。音声認識技術の研究では、ディープニューラルネットワー
クを導入した取材映像の音声を文字に書き起こすシステムと書き起こした文字
を効率よく修正できるインターフェースを開発し、報道現場を交えた評価実験
を進めた。音声ガイド技術の研究では、外部から配信される競技データを解析
して、選手名や得点経過などの競技状況を伝える実況音声を自動生成する「ロ
ボット実況」を開発し、NHKオンラインの特設サイトおよびハイブリッドキャ
ストによるサービスを実施した。

→詳しくは、p. 35

次世代放送用デバイス・材料
SHVや将来の放送サービスの基盤となり得る立体テレビなどを支える撮像・
記録・表示技術に関わるデバイスや材料の研究開発を進めた。撮像関連では、
3次元構造撮像デバイスの研究を進め、画素サイズを50µm、画素数320×240
のデバイスを試作し、広いダイナミックレンジ特性が実現できることを実証し
た。SHV映像の記録に必要な超大容量と高転送速度の実現に向けたホログラム
記録技術の研究では、多値記録による大容量化のために、振幅変調を用いた多
値記録再生技術やLDPCをベースとした誤り訂正符号化、畳み込みニューラル
ネットワークによる復号技術を開発した。SHVの広い色再現範囲を実現するた
めのディスプレー実現に向けた有機ELの高純度化技術については、発光材料
やデバイス構造を工夫し、色純度をx-y色度座標（0.18, 0.74）まで改善した緑
色OLEDを実現した。

→詳しくは、p. 41

研究関連業務
SHVを中心に当所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。国際電気通信連合（ITU）やアジア・太平洋放送連合（ABU）、総務省　情
報通信審議会、（一社）電波産業会（ARIB）など国内外の標準化活動に貢献した。
2017年の技研公開は、試験放送中のスーパーハイビジョンやインターネット
活用技術、立体テレビ、スマートプロダクションなど最新の研究成果を展示し、
開催期間中延べ20,194人の方々に来場いただいた。技研公開以外でも国内外
で技術展示を実施し、研究成果を広く紹介した。

→詳しくは、p. 47

スポーツ手話CGアプリ

開発した有機ELデバイスの色度図と
スペクトル図

技研公開2017の様子
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1　8Kスーパーハイビジョン
2018年12月1日の新4K8K衛星放送の開始と、今後の8Kスーパーハイビジョン（SHV）のフルスペック化、地上放
送への展開などに向け、映像、音響、伝送関連の分野において多岐にわたる研究を進めている。
映像の方式に関しては、HDR（High Dynamic Range）番組制作に関してテスト信号の標準化および眩しさに関
する検討を進めるとともに、8K 120Hz HDRライブ制作機器の開発と実証実験を行った。カメラ・記録関連では、
光学サイズ1.25インチ、3,300万画素、フレーム周波数240Hz（最大480Hz）の高速度撮像にも対応した8Kイメージ
センサーを開発した。また、単板カラー方式による8K 240Hz撮像装置、および240Hzで記録し60Hzで同時再生可
能なスロー再生装置を試作した。さらに、圧縮記録装置の動画圧縮（ProRes）への対応、小型メモリパックの高速
化、8K ProResファイルのPCでのリアルタイムプレビュー装置の開発を行った。ディスプレーの開発としては、
薄板ガラスを用いた4K有機ELパネルを4枚組み合わせた8Kシート型ディスプレーを高輝度化し120Hzフレーム表
示に対応させた。また、高輝度HDR対応8K液晶ディスプレーを開発し、ピーク輝度を従来の3倍以上である3,500 
cd/m2に高めた。プロジェクターは、色むら補正回路による高画質化と信号処理装置の小型化による運用性改善を
進めた。映像の符号化に関しては、HEVC方式による8K 120Hzコーデックの開発を進め、試作機のリアルタイム
動作を実現した。併せて、より高効率な次世代の映像符号化技術の開発を進め、一部を国際標準化会議に提案し
た。さらに、機械学習や超解像技術の映像符号化への応用の研究を進めた。
音響関連では、番組音声の一体化制作を目的に、22.2ch音声信号から2ch音声信号、5.1ch音声信号を高品質に
生成する、適応ダウンミックス手法の性能向上を進めた。また、次世代の地上放送での音声符号化方式検討を目
的に、MPEG-H 3D Audio LCプロファイルを用いた22.2ch音響リアルタイム符号化・復号装置を開発した。再生
技術では、トランスオーラル再生法のロバスト性能を高める研究を進めるとともに、圧電性の電気音響変換フィル
ムを用いた薄型スピーカーを開発した。
伝送技術については、メディアトランスポート技術であるMMT（MPEG Media Transport）技術を次世代地上放
送の多重伝送方式として適用するための検討や、4K・8KコンテンツのIP配信技術の実証、複数端末における同期
提示技術の開発など、MMTによるIPマルチキャスト配信技術の研究を進めた。衛星によるSHV放送の本格普及に
向けては、12GHz帯での伝送性能向上や受信環境整備に取り組んだ。また、さらなる大容量伝送のために21GHz
帯などの次世代衛星放送の検討を行い、新たな伝送方式や12/21GHz帯偏波共用アンテナ、衛星システムなどの研
究を進めた。地上波によるSHV放送の実現に向けて、次世代地上放送の暫定的な仕様の詳細設計や性能改善を進
め、暫定仕様を検証する大規模実験に向け、東京および名古屋地区で親局規模の実験試験局の環境を整備した。
さらに、SFN（Single Frequency Network）を構成するエリアにおいて複数の送信局から電波が到来することに起
因する伝送特性の劣化を低減する目的で、時空間符号化技術を適用したSFN技術の研究を進めた。番組素材伝送
技術については、SHVによる緊急報道やスポーツ中継などのライブ放送を目指し、マイクロ波帯FPU（Field Pick-
Up Unit）の研究開発と標準化活動を行った。加えて、ロードレース中継などのSHV移動中継の実現に向け、
1.2/2.3GHz帯FPUでは、伝送路応答の変動に応じて誤り訂正符号の符号化率を適応的に制御するレートマッチン
グ方式の研究を進め、8K映像の移動伝送を野外実験で確認した。有線伝送技術については、IP技術を用いた番組
制作・素材伝送に必要な8K IP伝送装置の開発や、異なる伝送フォーマット・制御方式のIP機器間における相互接
続のための技術を検討した。また、ケーブルテレビでの4K・8K再放送方式の実用化対応とともに、将来の大容量
伝送技術であるベースバンド伝送方式の開発に向けた棟内伝送方式の検討も進めた。

1.1　映像システム

■ハイダイナミックレンジテレビ
ハイダイナミックレンジテレビ（HDR-TV：High Dynamic 
Range Television）番組制作の運用方法の検討を番組制作技術
者と連携して進めた。HLG（Hybrid Log-Gamma）方式における
基準レベルとして、反射率100％の被写体や文字・図形の白を
HLG信号レベル75％で表現することが適当と判断した。この
基 準レ ベ ルに 基 づき、HDR番 組 の 中でSDR（Standard 
Dynamic Range）素材を扱うために、0～100％のSDR信号を
0～75％のHLG信号に割り当てる方法を提案した。また、

HDR-TV番組を快適に視聴できる輝度レベルを検討し、映像の
平均輝度レベルがディスプレーの最大輝度の25％を超えると
眩しく感じ始めることを主観評価実験結果から導いた。これら
の内容を、国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）のレポート
BT. 2390（1）およびBT. 2408（2）に反映させるとともに、（一社）
電波産業会（ARIB）技術資料TR-B43にまとめた（3）。さらに、
HDR-TV番組制作用に提案したカラーバーがITU-R勧告BT. 
2110（4）およびARIB標準規格STD-B72（5）に規定された。ディ
スプレーの黒レベル調整用のテスト信号（PLUGE信号）につい
て、HDR-TV用ディスプレーの調整に適した信号レベルを検討
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1　8Kスーパーハイビジョン

した結果がITU-R勧告BT. 814改訂版（6）に反映された。
HDR／広色域ディスプレーの色体積（Color volume）の計算
基準の検討を進めた。複雑な3次元の体積計算を色空間で行う
必要はなく、従来の測色法に基づくxy色度図上での色域（面積）
とディスプレーのピーク輝度の組み合わせで色体積を予測でき
ることを示した（7）。

■フルスペック8K制作システム
フルスペック8K映像制作を実現するために、フレーム周波
数120Hzに対応する制作機器および制作システムの研究開発
を進めている。技研公開2017で、これまでに開発したカメラ、
プロダクションスイッチャ、記録装置、ディスプレー、タイム
コード装置、文字スーパー装置等を接続して制作実験を実施し、
フルスペック8Kによるライブ制作が可能であることを実証し
た（図1-1）（8）。
フルスペック8K制作機器として、新たに非圧縮映像と汎用
IPデータを伝送可能な波長多重伝送装置を開発するとともに、
8K 120Hz映像・音声のリアルタイム出力が可能な編集装置の
開発を進めた。

〔参考文献〕
（1） Report ITU-R BT. 2390-3, “High dynamic range television for 

production and international programme exchange,”（2017）
（2） Report ITU-R BT. 2408-0, “Operational practices in HDR 

television production”（2017）

（3） （一社）電波産業会：“高ダイナミックレンジ映像を用いた番組制作
の運用ガイドライン（1.0版），” ARIB TR-B43（2018）

（4） Rec. ITU-R BT. 2110-0, “Specifi cation of colour bar test pattern 
for high dynamic television system,”（2017）

（5） （一社）電波産業会：“Colour Bar Test pattern for the Hybrid Log-
Gamma（HLG）High Dynamic Range Television（HDR-TV）
System（1.0版），” ARIB STD-B72（2018）

（6） Rec. ITU-R BT. 814-3, “Specifi cations of PLUGE test signals 
and alignment procedures for setting of brightness and contrast 
of displays,”（2017）

（7） K. Masaoka：“Rec. 2020 System Colorimetry and Display 
Gamut Metrology，” Proc. IDW/AD’ 17（2017）

（8） 小出，米内，原，荒井，松原，中村，冨岡，林田，瀧口，島本：“フ
ルスペック8K制作システム―ライブ制作実証実験―，” 映情学技報，
Vol. 41, No. 23, BCT2017-68（2017）

図1-1　ライブ制作実験と制作システム

1.2　カメラ

■8K 4倍速高速度カメラとスロー再生装置
スポーツ番組での8Kスローモーションシステムの実現に向

けて、高速度カメラ装置、スロー再生装置の開発を進めている。
高速度カメラについては、フレーム周波数240Hzに対応し

た撮像素子および撮像装置の開発を進めた。撮像素子は、光
学サイズが1.25インチで画素数が3,300万のCMOS撮像素子を
新たに試作した（1）（図1-2）。撮像素子の内部には、3段パイプ
ライン方式による積算型アナログデジタル変換器（ADC）を備
え、さらにADC回路のばらつきを抑えるデジタルCDS（相関2
重サンプル）回路を備えた。これにより、フレーム周波数
120Hzでの高画質撮影と、フレーム周波数240Hzを超える（最
大480Hz）高速度撮影の両方に対応した。試作した撮像素子を
用いて単板カラー方式による8K 240Hzカラー撮像装置を試作
した。さらに、色分解光学プリズムを用いた3板式8K高速度カ
メラの開発にも着手した。
スロー再生装置については、高速度モノクロ撮像装置とカ

ラーサンプリング4:2:0圧縮記録装置を用いた8K 240Hzスロー
撮像実験を行った（2）。また、2016年度に試作した60Hz記録
60Hz同時再生装置を改修し、240Hz記録60Hz同時再生に対
応した。この装置では、入力インターフェースはU-SDI入力2
系統を用いてカラーサンプリング4：4：4に対応し、圧縮回路
は60Hzが処理できる信号処理基板を4系統実装し、記録ユニッ
トはSATA SSDの記録ユニットを4系統実装し、それぞれ
240Hzに対応した。また外部から汎用のコントローラで制御可
能とした。

一方、既開発のフルスペック8Kスーパーハイビジョン機材
（120Hz超小型単板カメラおよび圧縮記録装置）を用いて、2倍
速8Kスローモーションシステムを構築し、NHK杯フィギュア
などのスポーツ番組で使用した。

■フルスペック8K小型カメラ
小型で実用的なフルスペック8Kスーパーハイビジョンカメ

ラの実現を目指して、1.25インチ光学系による3板式プロトタ
イプ8Kカメラの開発を進めた。センサー駆動基板、信号処理
基板などを4倍速高速度カメラと共用することにより、効率的
な開発を図った。
既開発のフレーム周波数60Hz画素数1億3,300万フル解像度

単板カメラについて、インターライン走査（飛び越し走査）によ
り120Hz撮影に対応した。スキップされたラインを動きの有無
に応じて適応的に補間することにより、静止部分における解像
度特性維持と、動解像度改善の両立を図った（3）。
また、既開発のフルスペック8Kカメラや単板カメラを用い
て、屋外でのフルスペック映像収録や技研公開2017でのライ

図1-2　試作した1.25インチ高速度撮像素子
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ブ制作、NHKスペシャルなどの番組協力を行った。

■その他のカメラ周辺技術
将来の普及型8Kカムコーダーの実現に向け、8K映像を

AVC/H. 264エンコーダーで1/80に圧縮し、SDカード4枚で1
時間以上収録可能な原理検証試作機を開発した。圧縮映像は
48dB以上のPSNRが得られた（4）。
オートフォーカス（AF）の実現に向け、像面位相差方式とコ

ントラスト方式を組み合わせたハイブリットAF方式撮像実験
装置を開発し（5）、技研公開2017で展示した。
入射光量を電子的に連続可変できる電子式可変NDフィル

ターについて、金属塩析出型材料を用いた調光素子を試作し
た。材料の見直し、駆動回路の工夫により、応答時間（光透過
率が初期から1/8に減衰する時間）を3秒まで高速化した（6）。
高彩度の被写体を撮影した際に階調が失われる問題につい

て、その原理を解明し、カメラ内部の信号処理におけるリニア
マトリックスとニー・クリップの処理の順序を入れ替えること
で階調再現を改善できることを示した（7）。
テレビカメラの2次元的な空間解像度特性をリアルタイムで
正確に測定可能なシステムを開発し、NAB Showで展示した
（8）。
撮像素子の研究は、静岡大学と共同で実施した。電子可変

NDの研究は、（株）村上開明堂と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1） T. Yasue, K. Tomioka, R. Funatsu, T. Nakamura, T. Yamasaki, 

H. Shimamoto, T. Kosugi, S. Jun, T. Watanabe, M. Nagase, T. 
Kitajima, S. Aoyama and S. Kawahito：“A 2.1μm 33Mpixel 
CMOS Imager with Multi-Functional 3-Stage Pipeline ADC for 
480fps High-Speed Mode and 120fps Low-Noise Mode，” 2018 
IEEE International Solid-State Circuits Conference（2018）

（2） 梶山，船津，山﨑，安江，菊地，小倉，宮下，島本：“高速度モノ
クロ撮像装置および圧縮記録技術を用いた8K/240fpsスローモー
ションシステム，” 高速度イメージングとフォトニクスに関する総合
シンポジウム2017, 8-2（2017）

（3） T. Nakamura, T. Yamasaki, R. Funatsu and H. Shimamoto：“An 
8K full-resolution 60-Hz/120-Hz multi-format portable camera 
system，” SMPTE 2017 Annual Technical Conference（2017）

（4） R. Funatsu, T. Kajiyama, T. Matsubara and H. Shimamoto：
“Experimental Prototype of SD Memory Card Recordable 
8K/60P Camcorder，” IEEE ICCE 2018（2018）

（5） T. Yamasaki, R. Funatsu, T. Nakamura and H. Shimamoto：
“Hybrid Autofocus System by Using a Combination of the 
Sensor-Based Phase-Difference Detection and Focus-Aid 
Signal，” IEEE ICCE 2018（2018）

（6） 菊地，宮川，安江，島本，持塚，牧田：“金属塩析出型調光素子の
制御技術の開発，” 映情学冬大，12C-1（2017）

（7） 野村，安江，正岡，日下部：“HDR/SDR一体化制作カメラにおけ
る色再現改善，” 映情学年次大，34E-2（2017）

（8） K. Masaoka, K. Arai, K. Nomura, T. Nakamura, Y. Takiguchi：
“Real-Time Measurement of Ultra-High Definition Camera 
Modulation Transfer Function，” SMPTE 2017 Annual Technical 
Conference & Exhibition（2017）

1.3　ディスプレー

8Kスーパーハイビジョン（SHV）映像を表示可能な各種ディ
スプレーの開発や、大画面シート型ディスプレーの研究を進め
ている。

■SHVシート型ディスプレーの研究
将来の家庭用大画面SHVディスプレーの実現を目指し、軽

くて薄く、持ち運びに便利なシート型有機ELディスプレーの

開発を進めている。2017年度は、薄板ガラスを用いた画面サ
イズ65インチの4K有機ELパネルを4枚組み合わせた、シート
型ディスプレーの高輝度化を図りつつ、120Hzフレーム表示に
も対応し、高画質な8K映像表示を実現した（図1-3）。本ディス
プレーは、LG Displayとアストロデザイン（株）の協力により
試作した。今後は、1枚のパネルで8K映像を表示可能なディス
プレーの開発を進めるとともに、より軽量かつ柔軟なプラス
チック基板を用いたフレキシブルディスプレーの実現に向けた

図1-3　 高輝度、フレームレート120Hzの表示に対応した
シート型有機ELディスプレー 図1-4　高輝度HDR対応8K液晶ディスプレー
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1.4　記録システム

フルスペック8Kスーパーハイビジョン記録機器の実現を目
指して、圧縮記録装置および周辺機器の開発を進めている。
2017年度は、圧縮記録装置への動画圧縮（ProRes）機能の追
加および小型メモリーパックの記録再生速度の改善、記録され
たコンテンツのPCでのリアルタイムプレビュー装置の開発を
進めた（1）。
圧縮記録装置に関しては、収録コンテンツを汎用の編集ソフ

トにファイルで入出力し直接編集ができるよう、試作した圧縮
記録装置（1）に動画を圧縮できる機能を実装した。8K解像度で
15Hzの処理が可能なProRes圧縮IPコアを1つのFPGAに3個実
装してパイプライン処理することで、40Hz以上のリアルタイ
ム圧縮処理を可能にした。これを圧縮信号処理基板の3個の
FPGAに実装し、120Hzでの圧縮を実現した。また、2Kのプ
ロキシ映像も同時に処理できるよう、IP内部で2K画像と8K画
像を高速で切り替える回路を内蔵した。2016年度に実装した
復号IPコアと新規に開発した圧縮IPコアにより、120Hzでの
8Kと2Kプロキシの同時収録と8K再生を実現した。さらに、中
継車等でのオペレーションを可能とするため、汎用のリモート
コントローラでの制御に対応した（図1-5）。
小型メモリーパックに関しては、2016年度に開発した

NVMeインターフェースの高速化と2スロット化への対応を
行った。NVMeインターフェースを持つ小型メモリーパックで
デバイス性能を最大限引き出すには、ホストインターフェース
の複数コマンドの同時発行と転送データブロックサイズの拡大
が必要であることが分かった。そこで、これらに対応できるよ
うホストインターフェースを改修し、圧縮記録装置において
20Gbps以上の記録速度を達成した。また、小型メモリーパッ
クの2スロット化を行い、2016年度に試作した記録装置の2倍
の長時間記録に対応した。小型メモリーパック対応のバック
アップソフトも開発し、RAWデータ形式や、動画形式でのバッ
クアップを可能にした。
圧縮記録装置での収録素材をPCで簡単にプレビューできる

よう、8K ProResリアルタイムプレビューボードを開発した。
圧縮記録装置に実装した復号IPコアは、メモリーバンド幅を確
保すれば8K60Hzで動作可能なため、FPGA評価ボードへ復号
IPコアを実装するとともに、PC用のドライバーを開発した。
これらをPCにインストールして収録映像のリアルタイムプレ
ビューを実現した（図1-6）。

〔参考文献〕
（1） 梶山，菊地，小倉，宮下，鉄地川原，渡瀬，長井，高島：“フルス

ペック8Kスーパーハイビジョン圧縮記録装置の開発，” 映情学誌，
Vol. 72, No. 1, pp. J41-J46（2018）

研究を進めていく。

■HDR対応8K液晶ディスプレー
従来の3倍以上の高輝度表示を可能とするHDR対応8K液晶

ディスプレー（図1-4）をシャープ（株）と共同で開発した。バッ
クライトの高輝度化技術によって、3,500cd/m2のピーク輝度
とダイナミックレンジ40万：1（いずれも実測値）を実現した。

■フルスペックSHVプロジェクター
赤・緑・青の半導体レーザーを光源とし、広色域・フレーム

周波数120Hzに対応するフルスペックSHVプロジェクターの
画質改善を進めた。シェーディング補正回路における明るさ方
向の補正点を増やすことで、レーザー光の干渉により生じる表
示映像の輝度や色のむらを低減した。また、プロジェクターの
液晶素子を駆動する信号処理装置を小型化してプロジェクタ
ヘッド内に実装し、運用性を改善した。

図1-5　圧縮記録装置と小型メモリーパック

圧縮記録装置

小型メモリパック

図1-6　PCプレビュー装置

PCプレビュー装置

プレビュー映像
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1.5　高臨場感音響

SHVの22.2マルチチャンネル音響（22.2ch音響）の研究開発
ならびに標準化を進めている。

■SHV音響一体化放送システム
22.2ch音響の番組を、2chや5.1chの番組と同時にかつ効率

的に制作するための研究を進めている。
2016年度より研究を進めている、22.2ch音声信号間のコ

ヒーレンスに着目したダウンミックス音のエネルギースペクト
ル補正手法について、2017年度は性能向上を図り、番組制作
を行う音声技術者を対象として主観評価実験を実施した（1）。表
1-1に示すように、最も適切なダウンミックス音と評価された
のは抑圧処理・増幅処理ともに補正量が最大値の場合であり、
提案手法による音質改善効果を実証した。
また、2chステレオで収録された音声素材を22.2ch音響制作
に活用するためのアップミックス技術について、適応フィル
ターを用いて2chステレオ信号の相互相関に応じて構成成分を
分離し、22.2ch素材を生成する手法を開発した（2）。

■SHV音響変換再生技術
22.2ch音響を家庭で楽しむための再生技術の研究を進めて

いる。2017年度はラインアレースピーカーを用いたトランス
オーラル再生法について、系の摂動や外乱に対するロバスト性
能を高める再生制御器の設計法を考案し（3）、シャープ（株）と
共同で開発を進める信号処理装置に実装した。
また、想定する再生環境の特性を含む頭部伝達関数を低次
で精度よくモデリング可能な手法を提案し、本手法を用いて
22.2ch音響をヘッドホンで再生するための信号処理装置を開
発した。

■三次元マルチチャンネル音響　標準音源
2017年度に（一社）映像情報メディア学会より発刊された三

次元マルチチャンネル音響標準音源Aシリーズについて、ARIB
が実施した音源制作に寄与するとともに、評価項目や収録条件
などをまとめた解説書を作成した。

■音響デバイス
2016年度に開発した22.2ch音響のワンポイントマイクロホ

ンを技研公開2017で展示した。さらに、チャンネル間の分離
性能を向上させる信号処理の検討を進めた。また、三次元マル
チチャンネル音響標準音源の制作に寄与し、本マイクロホンを
用いて管楽器・弦楽器による八重奏の演奏や遊園地の風景音
などを収録した。

薄型テレビ用のスピーカーや家庭用の22.2ch音響スピー
カーへの応用を目的に、圧電性の電気音響変換フィルムを用い
た薄型スピーカーを開発し、技研公開2017で展示した。なお
この研究は、富士フイルム（株）と協力して実施した。

■次世代地上放送に向けた音声サービス
次世代地上放送用の音声符号化方式を検討するため、

MPEG-H 3D Audio LCプロファイル（4）を用いた22.2ch音響対
応のリアルタイム符号化・復号装置を開発した。この研究は、
フラウンホーファー集積回路研究所と協力して実施した。
また、オブジェクトベース音響で使用するメタデータである
音響定義モデル（ADM）をシリアル形式に変換する手法を考案
し、シリアルADMへの変換装置と、音声信号インターフェー
スを用いたシリアルADMの伝送装置を試作した。

■標準化
ITU-Rでは、日米英共同提案に基づき、シリアルADMの新勧
告草案を作成した。SMPTE（Society of Motion Picture and 
Television Engineers）では、AES3音声信号によるシリアル
ADM伝送方式の標準規格草案を作成した。また、ARIBでは次
世代音声サービスの要求条件を検討するグループを設置して、
作業を開始した。
（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）および国際電気標準
会議（IEC）では、家庭内で22.2ch音響を再生するために、
MPEG-4 AACの22.2ch音響信号を光インターフェースで伝送
する規格の委員会投票原案を作成した。同様にCTA（Consumer 
Technology Association）によるHDMIでMPEG-4 AACの22.2ch
音響信号を伝送するための規格改訂作業に参加した。
JEITA、IECでは、マルチチャンネル音響システムの一般的

表1-1　抑圧および増幅処理における補正量の評価結果

選択順位 1 2 3 4
抑圧量 最大 中 小 無し
増幅量 最大 中 小 無し

（選択順位が高いほど良い評価を表す）

図1-7　薄型スピーカー外観
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1.6　符号化

8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化、地上波放送実
現などを目指し、映像符号化の研究を行っている。

■8K 120Hz HEVCエンコーダーの開発
8K 120Hz映像に対応したエンコーダー（図1-8）の開発を進

めている。エンコーダーは、12台の4K 60Hzエンコードユニッ
トにより構成され、入力した8K 120Hz映像の並列処理による
リアルタイム符号化が可能である。本装置はHEVC/H. 265方
式のMain10プロファイルに準拠しており、8K 120Hz映像の
4：2：0 10bit符号化に対応している。
符号化ストリームはARIB標準規格STD-B32 3.9版に準拠し

ており、8K 120Hzデコーダーだけでなく、8K試験放送対応の
デコーダー（ARIB標準規格STD-B32 3.9版に準拠した8K 
60Hzデコーダー）でも60Hz階層のみを部分復号可能である。
ま た、 同 規 格 に 準 拠 し たHDR用 のVUI（Video Usability 
Information）パラメーターにも対応している。
画面を横方向に4分割して並列処理を行うため、特に縦方向

の動きがある映像の分割境界部分で画質劣化が発生しやすい。
これを抑制するために、8K 120Hz映像を4K 60Hzに縮小変換
し、縮小画像を事前解析することにより全体の符号化を制御す
る設計とした。高画質化を実現する技術として、事前解析によ
り推定した動き量に基づいて境界部分の量子化値を制御する技
術等を開発した。これらの効果を検証するため、ソフトウエア
シミュレータを用いた主観評価実験を行い、符号化品質を確認
した（1）。これらの研究は（株）富士通研究所と共同で実施した。
120Hz映像符号化の研究開発の一環として、速い動きでの
処理や符号化制御の優劣を判別しやすい評価映像を、NTTと
共同で制作した。

■8K 120Hz HEVCデコーダーの開発
エンコーダーと並行して、デコーダーの開発も進めている。

これは、汎用的なワークステーション上で動作するソフトウエ
アデコーダーとインターフェース変換装置で構成される。ソフ
トウエアデコーダーは、2016年度に映像復号部を実装し、
2017年度は音声復号部とTS入力部を実装した。これにより
8K 120Hz映像および22.2ch音声のTS信号をリアルタイムに
復号することが可能となった。復号した8K 120Hz映像は時空
間に8分割された8つのDisplayPortから出力され、インター
フェース変換装置によって1本のU-SDI信号に変換出力される。
復号した音声信号は、映像信号に多重化され出力される。

■次世代映像符号化技術の開発および標準化
次世代地上放送の実現に向けて、より高効率な次世代の映
像符号化技術の開発を行っている。フレーム内予測技術とし
て、イントラ予測における復号済み輝度信号を用いた高精度な
色差信号の予測手法や、色差のイントラ予測モードのエントロ
ピー符号化改善手法を開発した（2）。また、フレーム間予測技術
として、周囲のブロックの動きベクトルとの連続性を考慮した
動き予測補償手法や符号化ブロックの分割形状に適応的な動
きベクトル予測手法を開発した。さらに、残差信号のエネル
ギー推定による直交変換係数のエントロピー符号化の改善手法
や、HDR方式の映像での顕著な符号化劣化を低減するデブロッ
キングフィルターの制御手法を開発した。これらの技術による
符号化効率改善を確認し、一部を次世代映像符号化方式の国
際標準化会議に次世代符号化方式の要素技術候補として提案
した。
HDR映像に対して次世代映像符号化方式における性能改善

を促進する目的で、国際標準化会議JCT-VCおよびJVETに対し、
HLG方式の評価用素材の提供を行うとともに、比較基準として
HEVCを用いた場合の効率的な符号化設定をBBCと共同で提案
した。この符号化設定は次世代映像符号化方式の性能比較に
用いる基準として採用された。また、この符号化設定は、
HDR符号化に関するHEVC符号化ガイドライン（ISO/IEC TR 
23008-15｜ITU-T H. Sup.18）に反映された（3）-（5）。
映像符号化に適したHDRトーンマッピング非線形関数を、

なチャンネル割り当ての規格について、22.2ch音響に加え、さ
まざまなシステムのラベルを追記する改訂案の作成を継続した。
AESでは、インターネットでストリーム配信されるテレビ番

組のラウドネスの目標値について、各国の放送ルール（日本は
－24LKFS）に従うことを原則とする技術ガイドラインの発行
に寄与した（5）。

〔参考文献〕
（1） 杉本，小森：“22.2ch音響のダウンミックスにおける音質補正手法

の検討，” 映情学冬大，12C-5（2017）
（2） 佐々木，小野，西口：“ステレオから22.2ch音響へのアップミック

スアルゴリズムの検討，” 映情学冬大，31B-3（2017）
（3） 松井，伊藤，森，井上，足立：“出力追従制御を応用したトランス

オーラル再生制御器の緩和処理法，” 音響学会秋季講演論文集，
1-P-31（2017）

（4） ISO/IEC 23008-3：2015/AMD3：2017（2017）
（5） “Loudness Guidelines for OTT and OVD Content，” Technical 

Document AESTD1006.1.17-10（2017）

図1-8　8K 120Hz　エンコーダーの外観
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海外派遣先での研究としてポンペウ・ファブラ大学と共同で開
発し、符号化効率の改善を確認した（6）。

■機械学習の符号化ツールへの応用
機械学習に基づく符号化ツールの映像符号化への導入の可

能性について、初期検討としてポストフィルターおよびイント
ラ予測に対し基礎評価を行った。畳み込みニューラルネット
ワークによる機械学習手法を用いてポストフィルターを構成
し、モスキート雑音の抑制およびPSNR改善の可能性を示した。
また、ニューラルネットワークの一種である多層パーセプトロ
ンに基づくイントラ予測器を構成し、学習および評価を行った
結果、複数の方向予測および平面予測を包含した挙動を示す
予測器が構成可能であり、効率的なイントラ予測器を新たに構
築できることを示した。
また、明治大学との研究相互協力において、ネットワーク構
造として2つの畳み込み層と2つの全結合層のニューラルネッ
トワークを用いたイントラ予測処理を開発し、予測画素と隣接
参照画素を入力とした予測モードの高速化が行えることを確認
した（7）。

■超解像技術の高度化および映像符号化への適用
超解像技術の高度化の研究では、2Kから8Kへの超解像技術

として、ウェーブレット多重解像度成分間のレジストレーショ
ン処理による周波数帯域を考慮した位置合わせと割り付け手法
により、従来法よりも高速で高画質な手法を開発した（8）（9）。
映像符号化技術への応用では、フレーム間予測画像として、
新たにウェーブレット多重解像度成分間のレジストレーション
超解像を用いた「ぼやけ予測画像」と「超解像予測画像」を導入
し、改善が得られることを確認した（10）。

■雑音除去・帯域制限装置の開発
符号化効率向上のための符号化前処理装置として、雑音除

去・帯域制限装置を開発した。各フレームをウェーブレットパ
ケット分解した各要素位置において縮退関数を適用し、帯域制
限周波数と画素値レベルに応じて縮退量を制御することで、高
精度な雑音除去および帯域制限処理を可能とした（11）。この研
究は総務省の委託研究「地上テレビジョン放送の高度化技術に
関する研究開発」を受託して実施した。

〔参考文献〕
（1） 岩崎，杉藤，千田，井口，神田ほか：“8K120Hzエンコーダシミュ

レータによる主観評価実験，” 信学総大，D-11-7（2018）
（2） 岩村，根本，市ヶ谷：“Redundant fl ag removal on chroma intra 

mode coding，” JVET-H0071,（2017）
（3） 岩村，根本，市ヶ谷，Naccari：“Analysis of 4k Hybrid Log-Gamma 

test sequences，” JVET-F0094,（2017）
（4） 岩村，根本，市ヶ谷：“Candidate rate points of HLG material for 

anchor generation，” JVET-G0103,（2017）
（5） 岩村，根本，市ヶ谷，Naccari：“On the need of luma delta QP 

for BT. 2100 HLG content，” JVET-G0059,（2017）
（6） Y. Sugito et al．：“Improved High Dynamic Range Video Coding 

with a Nonlinearity based on Natural Image Statistics，” 
International Journal of Signal Processing Systems, Vol. 5, No. 
3, pp.100-105（2017）

（7） 豊﨑，鹿喰，岩村：“深層学習を用いたHEVCイントラ予測モード
決定手法の検討，” 信学総大，D-11-56（2017）

（8） 松尾，境田：“Super-Resolution for 2K/8K Television by Wavelet- 
Based Image Registration，” Proceedings of IEEE GlobalSIP, 
GS IVM-P.1.4, pp.378-382（2017）

（9） 松尾，市ヶ谷，神田：“ウェーブレット多重解像度成分間のレジス
トレーションによる2Kから8Kへの画像超解像，” 画像符号化シンポ
ジウム（PCSJ2017），P-2-15, pp.86-87（2017）

（10） 松尾，境田：“Coding Effi  ciency Improvement by Wavelet Super-
Resolution Restoration for 8K UHDTV Broadcasting，” 
Proceedings of IEEE ISSPIT（2017）

（11） 松尾，井口，神田：“次世代地上放送における符号化効率向上のた
めの帯域制限装置の一検討，” 映情学冬大，14C-4（2017）

1.7　メディアトランスポート技術

MMT（MPEG Media Transport）技術を次世代地上放送の多
重伝送方式として適用するための研究開発、および4K・8Kラ
イブコンテンツのIP配信の実証や端末間同期技術を用いた新た
な視聴体験の提示など、MMTによるIPマルチキャスト配信技
術についての研究を進めている。

■次世代地上放送の多重伝送方式
次世代地上放送の実現に向けて、地上放送の伝送路符号化
方式に適合するIPパケット多重化方式と、SFN（Single 
Frequency Network）を 実 現 す る た め のSTL（Studio to 
Transmitter Link）/TTL（Transmitter to Transmitter Link）区間
のIP伝送方式を検討した。検討結果を仕様としてまとめるとと
もに、再多重化装置を試作し検証を行った（1）。具体的には、熊
本県の人吉・水上実験局において、再多重化装置の出力信号
を商用IP網で複数の変調装置へ伝送し、信号内の制御情報で同
期制御を行うことで、IP伝送によるSFNが構築可能なことを確

認した。また、次世代地上放送におけるモバイルサービスの品
質向上を目指して、移動中など放送波を受信できなくなったと
きにモバイル通信での受信へとシームレスに切り替えて番組視
聴を継続できる放送信号補完方式を提案し、フィールド実験
（図1-9）により実現の可能性を示した（2）（3）。
これらの研究の一部は総務省の委託研究「地上テレビジョン
放送の高度化技術に関する研究開発」を受託して実施した。

■MMTによるIPマルチキャスト配信技術
8Kスーパーハイビジョン放送の普及促進に向け、ケーブル

テレビ局などのクローズドネットワークでのIPによる再放送
や、放送と連携した関連コンテンツのIP配信に適用することを
目指して、MMTによるIPマルチキャスト配信技術の検証を行っ
た。2017 NHK杯国際フィギュアスケート競技大会のライブコ
ンテンツを用いた配信実験では、4K・8Kコンテンツを複数の
配信事業者へ低遅延で同時配信できることを確認した。また、
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MMTの特徴である絶対時刻のタイムスタンプによる高精度同
期方式の応用例として、複数の受信端末間における時刻合わせ
と同時に映像を表示するタイミングの調整を行って、複数のIP
マルチキャスト配信されたコンテンツを時間のずれなく表示す
る端末間同期技術を開発した。技研公開2017、CEATEC 
JAPAN 2017およびNHKサイエンススタジアム2017において
本技術を応用した体験型コンテンツ「どーもくんのどたばた
レース」を展示し、新たな視聴体験の提供が可能であることを
示した（4）。

〔参考文献〕
（1） 青木ほか：“次世代地上放送におけるIP多重化方式の一検討，” 映情

学年次大，14C-1（2017）
（2） Y. Kawamura et al．：“Field Experiment of Hybrid Video 

Delivery Using Next-Generation Terrestrial Broadcasting and a 
Cellular Network，” IEEE International Conference on Consumer 
Electronics 2018, pp.173-174（2018）

（3） 河村ほか：“次世代地上放送モバイルサービスにおける放送通信連
携の検討と試作，” 映情学年次大，14C-4（2017）

（4） 河村：“MMTを用いた端末間同期技術，” ケーブル新時代，Vol. 14, 
No. 7, p.47（2017）

1.8　衛星放送伝送技術

SHVの本格普及に向けて、12GHz帯衛星放送伝送方式の性
能向上に取り組むとともに、21GHz帯衛星放送など次世代衛
星放送システムの研究を進めている。

■高度衛星放送伝送方式
衛星伝送のさらなる大容量化を目的として、集合分割法に基

づく64APSK（Amplitude Phase Shift Keying）符号化変調の研
究を進めている。衛星中継器の非線形歪がある伝送路における
性能改善手法として、非線形歪の特性と受信側のLMS（Least 
Mean Squares）アルゴリズムによる適応等化器の性能を考慮
した64APSK符号化変調の設計を行った。64APSK変調の円
周上の信号点数をパラメーターとし、64APSK伝送時の12GHz

帯衛星中継器の最適動作点である出力バックオフ5dBの条件の
もと、誤り訂正後の所要C/N（Carrier to Noise Ratio）が最も
よくなる信号点数、信号点へのビット割当およびLDPC（Low-
Density Parity-Check Code）符号を設計した。設計した
64APSK符号化変調（提案手法）（1）は、白色雑音のみを考慮し
て最適化した従来手法に対して、出力バックオフ5dB時に約0.4 
dB所要C/Nが改善することを計算機シミュレーションにより
確認した（図1-10）。
右旋・左旋両偏波の同時受信による伝送性能の劣化を軽減

する、逆相合成アルゴリズムを備えた交差偏波干渉除去装置を
試作した。交差偏波識別度が25dBの条件において、希望波の
変調方式が32APSK（3/4）の場合、本干渉除去機能により所
要C/Nが0.2dB改善することを確認した。

■高度放送衛星システム
12GHz帯衛星放送の変調方式の多値化による大容量化を目
的として、衛星送信出力の高出力化を検討している。高出力化
した場合は、外国への電波の干渉を国際調整により合意したレ
ベル以下とするために、衛星搭載アンテナのサイドローブを抑
圧する必要がある。低サイドローブの衛星搭載用12GHz帯右
旋・左旋円偏波共用反射鏡アンテナを実現するために、その給
電部としてコルゲートホーンアンテナを選定し試作した。試作
した給電部の放射パターンは設計値と一致し、300MHzの帯域
幅において30dB以上の交差偏波識別度が得られた。今後、設
計した給電部を基に非円形開口反射鏡を用いた2枚反射鏡アン
テナを設計し、衛星搭載用アンテナの低サイドローブ化を進め
る。
12GHz帯と21GHz帯の右旋・左旋円偏波による衛星放送を
1つのアンテナで受信可能とする12/21GHz帯偏波共用給電部

Image: Google
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図1-9　補完機能の有無によるフィールド実験の様子
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図1-10　64APSK符号化変調の伝送性能
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1.9　地上放送伝送技術

地上波によるSHV放送の実現に向け、次世代地上放送方式、
大規模実験環境の構築、チャンネルプランおよび次世代の
SFN（Single Frequency Network）技術などに関する研究開発
を進めた。これらの研究の一部は、総務省の委託研究「地上テ
レビジョン放送の高度化技術に関する研究開発」および「高度
化方式に対応したSFN方式による中継技術に関する研究開発」
として、ソニー（株）、パナソニック（株）、東京理科大学、（株）
NHKアイテックとともに受託し、連携して実施した。

■次世代地上放送方式
次世代地上放送の暫定的な仕様（暫定仕様）について、詳細
設計や性能改善を進めた。2017年度は、LDPC符号の設計、
階層伝送方式の検討、TMCC（Transmission and Multiplexing 
Confi guration and Control）伝送方式の見直し等を行い、計算
機シミュレーションにより伝送特性を評価した。
LDPC符号については、暫定仕様のために2016年度に設計

した符号長69,120ビット（Long符号）の符号の一部を再設計す
るとともに、符号長17,280ビット（Short符号）の符号を新規に
設計した。符号化率が低い符号にはそれに適した構造（MET：
Multi Edge Type）を用いた結果、Long符号・Short符号ともに
全ての符号化率（2/16 ～ 14/16）の符号についてATSC3.0と
同等以上の性能であることを確認した（図1-12）。
階層伝送方式については、伝送耐性の異なる2つの信号を

マッピング後に合成して伝送する階層分割多重（LDM：
Layered Division Multiplexing）の検討を行い（1）、信号の全帯
域にLDMを適用する方式と、部分受信帯域のみにLDMを適用
する方式を変復調装置に実装した。また、FDM（Frequency 
Division Multiplexing）方式の受信機における消費電力を削減

することを目的とし、部分受信帯域（1.5MHz帯域幅）のみを受
信し、サンプリングレートを1/4に低減した移動受信用復調装
置を試作した。さらに、特性改善技術として、DSFBC
（Diff erential Space Frequency Block Code）を 適 用 し た
TMCC伝送方式と、周波数ダイバーシティ効果を高めるために
OFDMシンボルごとにセグメント単位で巡回シフトを行う周波
数インターリーバーを実装した。
さらに、2016年度に試作した変復調装置を用いて、室内実
験と技研実験試験局での野外実験により、部分受信帯域の受
信特性を評価した（2）。誤り訂正符号にLDPC符号を用いること
に加え、部分受信の帯域幅を地上テレビジョン放送のワンセグ
の場合と比較して約3.5倍に拡大したことや、より長い時間イ

を設計した。給電部を4素子マイクロストリップアレーアンテ
ナの多層構造とすることで、反射鏡の焦点に同時に配置可能と
した（図1-11）。電圧定在波比は両周波数帯で1.1以下であり、
給電部の設計値を用いて評価した開口径50cmオフセットパラ
ボラアンテナの利得は、12GHz帯が34dBi以上、21GHz帯が
38dBi以上であり、交差偏波識別度は25dB以上であった。
12GHz帯4K8K衛星放送の受信システムから漏洩する左旋円
偏波用中間周波数帯（2.2GHz～ 3.2GHz）の微弱な信号を測定
するために、漏洩信号と受信信号との相関演算により測定信号
（漏洩信号）のC/Nを改善する方法を考案し、高精度に漏洩電
力を測定できる測定装置の試作・評価を行った。相関出力信号
を狭帯域バンドパスフィルターで帯域制限することにより、C/
Nを40dB以上改善できることを試作により確認した。
21GHz帯アレー給電反射鏡アンテナを用いた空間合成によ

る衛星送信電力の高出力化のための給電部として、ホーンアン
テナを回転対称に配置するシーケンシャルアレー構造を採用し
た3素子の部分モデルを試作した。隣接する素子の内部で反射
する電波を低減することにより、30dB以上の交差偏波識別度
が得られることを確認した。
放送衛星BSAT-4a搭載の21GHz帯実験用中継器を利用した
広帯域伝送実験および降雨減衰特性評価のために、開口径1.5m
パラボラアンテナ（利得48dBi）と衛星自動追尾装置を組み合わ
せた21GHz帯受信設備を整備した。

〔参考文献〕
（1） 小泉，鈴木，小島，筋誡，田中：“衛星中継器特性を模擬した非線

形伝送路における64APSK符号化変調設計の最適化に関する検
討，” 信学総大，B-3-10（2018）
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図1-11　12/21GHz帯偏波共用給電アンテナの構造
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ンターリーブ長を選択できるようにしたことで、ワンセグと比
較して所要電界強度で2.6dBの低減、または伝送効率では60％
向上した（図1-13）。この暫定仕様の部分受信機能を、委託研
究の伝送路符号化方式に反映させた。

■次世代地上放送に向けた大規模実験環境の構築
委託研究「地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究

開発」および「高度化方式に対応したSFN方式による中継技術
に関する研究開発」において、東京地区および名古屋地区の親
局規模の実験試験局の環境整備を進めた。2017年度は、東京
地区では実験試験局で使用する送信装置の設計および送信空
中線の製作を、名古屋地区では親局規模の実験試験局と中継
局規模の実験試験局の2局の設計および親局の送信空中線と中
継局の送信装置の製作を実施した。
両地区での大規模実験では、現行の地上テレビジョン放送よ

り帯域幅を拡張した信号を用いる予定としている。帯域幅を拡
張した信号における同一チャンネル混信の許容値と隣接チャン
ネル混信の許容値を室内実験により確認した。異なる15種類
の地上テレビジョン放送受信機に対して、地上テレビジョン放
送信号を希望波、帯域幅を拡張した信号を妨害波として入力
し、希望波と妨害波の許容できる電力差を確認した（3）。
両地区の免許取得に向けた取り組みとして、各地域の地上デ

ジタル放送技術連絡会を通じて、関係する放送事業者に実験試
験局の送信諸元と地上テレビジョン放送への影響について事前
に説明し、送信諸元の了承を得た（表1-2）。2018年秋の電波発
射を目標に、所管する総合通信局へ実験試験局免許を申請した。

■チャンネルプラン
現行の地上テレビジョン放送と同じUHF帯を利用した地上

SHV放送の実現に向け、2016年度から技術局と共同でチャン
ネルプランを検討している。2017年度は、地上SHV放送用の
新規チャンネルと、新規チャンネルの捻出に伴う地上テレビ
ジョン放送のリパック先チャンネルの検討を進めた。チャンネ
ルの利用可否を判定する選定基準を見直すとともに、計算ポイ
ント数を増やすことで、リパック規模の見積もり精度を向上さ
せた。

■次世代のSFN技術
2016年度に開発した再多重化装置は、OFDM変調装置の入

力信号となるXMI（eXtensible Modulator Interface）形式の信
号を出力する機能を有しており、SFNを実現するために、XMI
パケットに多重された各送信所の送信タイミング情報に従い、
変調装置の信号出力タイミングを制御することができる。
2017年度は、熊本県人吉地区で光IP回線を使ってXMIパケッ

トを伝送し、SFNエリアを構成する実験を実施した。人吉実験
試験局に設置した再多重化装置から出力されるXMIパケットを
光IP回線で水上実験試験局に配信し、人吉局、水上局の変調
装置で生成されたOFDM信号を同じ周波数（UHF 46ch）で2局
から送信した。2局の電波が到来する地点に受信点を設置し、
SFN環境下で誤りなく映像伝送できることを確認するととも
に、2局の電波の到来時間差を観測することにより、送信タイ
ミングの制御機能の動作を確認した（図1-14）。
SFNエリアにおいて複数の送信局から電波が到来することに
起因する伝送特性の劣化を低減させる目的で、時空間符号化
技術を適用したSFN技術（符号化SFN）の研究を進めた。地上
デジタル放送でSFNを構築しているエリアで取得した伝搬路特
性を用いて計算機シミュレーションを行い、従来のSFNで伝送
特性が劣化する場合でも符号化SFN技術を適用することで、
最大で4.8dB程度伝送特性を改善できることが確認できた（図
1-15）（4）。

■国際連携
ITU-R WP6A（地上放送）会合では、UHDTV野外伝送実験レ

ポートの作成を進めている。2017年度は、不均一コンスタレー
ションを用いた地上伝送実験およびSFN環境下で8KをHEVC/
H. 265で圧縮して伝送した実験について、情報の追加を提案
した。
次世代地上放送に向けた研究の一環として、移動通信シス

テ ム の 標 準 化 を 行 う3GPP（3rd Generation Partnership 
Project）に登録し、5Gの標準化動向調査を開始したほか、
EBU（European Broadcasting Union）と連携して、5Gシステ
ムの放送利用に関する検討を開始した。
韓国KBS、ETRIを訪問し、2017年5月31日に放送を開始し
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図1-14　SFN伝送実験の系統図

表1-2　実験試験局の送信諸元

東京地区 名古屋地区
局規模 親局 親局 中継局
送信場所 東京都港区 愛知県名古屋市 愛知県弥富市
送信

チャンネル UHF 28ch UHF 35ch UHF 35ch

偏波 水平、垂直（偏波MIMO）

送信出力 水平 1kW
垂直 1kW

水平 1kW
垂直 1kW

水平 10W
垂直 10W
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1.10　番組素材伝送技術（FPU）

SHVによる緊急報道やスポーツ中継などのライブ放送を目
指して、マイクロ波帯と1.2/2.3GHz帯を使った映像・音声素
材の無線伝送装置（FPU：Field Pick-up Unit）の研究開発を進
めている。

■マイクロ波帯FPU
SHV映像信号を、ハイビジョン用の現行FPUの伝送距離と

同じ50km伝送できるマイクロ波帯（6/6.4/7/10/10.5/13GHz
帯）FPUの研究開発と標準化活動を進めた。
伝送容量拡大のために、偏波MIMO（Multiple-Input Multiple-

Output）と 超 多 値OFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）技術に加え（1）、2017年度は、FFTサイズを2,048
ポイントから4倍の8,192ポイントに拡大することにより、ガー
ドインターバルに対する有効シンボル長の割合を高くした。ま
た、所要C/Nを低減するため、誤り訂正のLDPC符号に加え、
不均一コンスタレーションの導入やOFDMパイロット信号レベ
ルの最適化（2）、ビットインターリーブの改善を行った。これら
の改善により、最大伝送容量は現行FPUの55Mbpsと比べて
5.7倍の312Mbpsとなり、現行FPUと同一の所要C/Nという条
件では3.6倍の200Mbpsの伝送容量を達成した（図1-16）。
ARIBにおいて、上記技術を反映したARIB STD-B71「超高精

細度テレビジョン放送番組素材伝送用可搬形マイクロ波帯
OFDM方式デジタル無線伝送システム」の新規策定に貢献した。

■1.2/2.3GHz帯FPU
1.2/2.3GHz帯を使ってSHV移動中継を実現するため、TDD

た地上4K放送の状況や将来のモバイルサービスに関する調査
を実施した。
世界の放送事業者が集まるFOBTV（Future of Broadcast 
Television）では緊急警報放送に関するアンケートを実施・集計
し、4月のNAB Show、9月のIBC2017で開催された会合で結
果を報告した。
DiBEG（Digital Broadcasting Experts Group）活動の一環と

して、ブラジルの規格化組織であるSBTVD-Forumと次世代地
上放送に向けた意見交換を実施した。

〔参考文献〕
（1） 佐藤，宮坂，朝倉，蔀，白井，成清，竹内，中村，村山，岡野，土

田，中原：“次世代地上放送に向けたLDMの適用に関する一検討，” 
映情学技報，Vol. 41, No. 6, BCT2017-34, pp.45-48（2017）

（2） 宮坂，竹内，中村，土田：“次世代地上放送暫定仕様における部分
受信の評価，” 映情学冬大，14C-3（2017）

（3） 白井，佐藤，成清，岡野，土田：“次世代地上放送暫定仕様の信号
帯域幅拡張に関する検討，” 映情学技報，Vol.42, No.11, BCT 
2018-48, pp.43-46（2018）

（4） 佐藤，蔀，竹内，岡野，土田：“時空間符号化を適用したSFN方式
の伝送特性評価，” 映情学技報，Vol. 41, No. 43, BCT2017-93, 
pp.37-42（2017）
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1.11　有線伝送技術

8K番組の制作と素材伝送に適用可能な、IP（Internet 
Protocol）技術を用いた番組制作・素材伝送システムの研究と、
8K番組をケーブルテレビで伝送するための複数搬送波伝送方
式およびFTTH（Fiber to the Home）デジタルベースバンド伝
送方式の研究を進めている。

■ IP技術を用いた番組制作・素材伝送システム
番組制作や番組素材伝送にIP技術を導入することで、映像／

音声／同期／制御などさまざまな形式の信号を、時間多重して
共通のネットワークで低コストに伝送することができる。
2017年度は、以下の3つの研究開発に取り組んだ。
①8K IP伝送による遠隔地での音声ミキシング実験
従来の中継制作では、中継現場からの受信信号を放送局の

マスタークロックに同期させる変換処理が必要であったが、IP
技術を用いた番組制作システムでは、PTP（Precision Time 
Protocol）でクロック同期情報を送受信することによって、中

継現場と放送局を同じクロックで運用することができる。
2017 NHK杯国際フィギュアスケート競技大会において、大阪

（Time Division Duplex）方式による適応送信制御MIMOシステ
ムの研究開発を進めている。
2017年度は、伝送レートを拡大する機能改善に取り組んだ。

移動局から基地局へSHV映像信号を伝送する上り回線につい
て、OFDMのキャリアシンボル当たりに伝送できる情報量を
14ビットから16ビットに拡大するとともに、基地局から制御
情報を送る下り回線に対する上り回線の時間比率を高めること
により、最大約140Mbpsの無線伝送を可能にした。さらに、
ロードレース中継で伝送エリアを拡大するため、多数のアンテ
ナから受信品質の良い4本のアンテナを選択して復調する複数
基地局対応機能の開発を進めた。
変動する伝送路の品質に対して、伝送誤りが発生しないよう

に誤り訂正符号の符号化率を適応的に制御するレートマッチン
グ技術では、誤り訂正符号化率の変動に応じて8K映像の符号
化ビットレートを制御する機能を試作システムに実装した。可
変レートのHEVC/H.265コーデックと接続して、50Mbpsから
140Mbpsの範囲で変動するレートでSHV映像信号を伝送でき
ることを確認した。
試作システム（図1-17）を用いて、NHK技研周辺と都市部で

のマラソンを想定したコースで野外伝送実験を実施した。伝搬
路状況に応じて多重するMIMOストリーム数や変調方式、誤り
訂正符号化率を動的に切り替える適応送信制御MIMOシステム
の移動伝送特性を評価するとともに、可変レート8Kコーデッ
クと接続して100Mbps以上のSHV映像信号の移動伝送を実証
した（3）。
この研究の一部は総務省の委託研究「次世代映像素材伝送の
実現に向けた高効率周波数利用技術に関する研究開発」を受託
して実施した。

〔参考文献〕
（1） 村瀬，鴨田，澁谷，居相，濱住：“マイクロ波帯4K・8K用FPUの

開発，”  映情学年次大，32E-1（2017）
（2） 村瀬，鴨田，澁谷，居相，今村，濱住：“マイクロ波帯4K・8K用

FPU OFDMパイロットレベルの検討，” 映情学技報，Vol.42，
No.5，BCT2018-34, pp.41-44（2018）

（3） 光山，鵜澤，伊藤，居相：“適応送信制御4×4 TDD-SVD-MIMOシ
ステムの野外伝送実験，” 映情学技報，Vol. 41, No. 35, BCT2017-
84, pp.13-16（2017）
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図1-17　適応送信制御MIMOシステムの試作装置
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図1-18　軽圧縮8K IP伝送の室内実験
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1.12　放送方式の国内標準化

4K・8Kに対応した超高精細度テレビジョン衛星放送方式の
国内標準化活動に参加し、技術基準の策定に取り組んできた。

2018年の新4K8K衛星放送開始に向けて、（一社）放送サー
ビス高度化推進協会（A-PAB）で運用規定の整備が進められて

～東京間の商用IP回線に8K映像パケット、128ch音声パケッ
ト、PTPパケットを時分割多重して伝送して、同期性能を検証
した。その結果、PTPパケットのジッタが1マイクロ秒程度で
あれば、大阪の中継現場の音声を東京の放送センターでミキシ
ングできることを確認した（1）。一方で、正常に時刻同期できな
い制作機器もあったため、今後は同期アルゴリズムの改善や、
ネットワーク構成によって異なるPTPジッタの低減手法を検討
する。
②軽圧縮8K信号IP伝送装置の開発
番組制作に用いる8K番組素材は、高画質・低遅延で伝送す

ることが要求される。しかし、大容量の非圧縮信号の伝送は回
線コストが増大するため、8K信号を軽圧縮してIP伝送する装
置を開発した。本装置は、非圧縮相当の高画質を維持しつつ低
遅延で帯域を削減した伝送が可能となる。例えば、8K番組素
材信号（4：2：2サンプリング、フレームレート60Hz、映像帯
域40 Gb/s）を1/5に軽圧縮（圧縮後の映像帯域8Gb/s）した場
合、汎用的な10Gbイーサネットの回線1本で伝送できる。室
内実験の結果、軽圧縮した8K信号が高画質・低遅延で安定的
に伝送可能なことを確認した（図1-18）。今後は、フィールド
での伝送実験やフレームレート120Hzへの対応、誤り訂正機
能の実装（2）を行う。
③IP伝送方式変換装置の開発
IP化した番組制作システムにおいて、伝送する信号のフォー

マットや機器制御方式が異なる機器間での相互接続を実現す
るために、フォーマットや制御方式を変換する仕組みを開発し、
変換装置を試作した。
NHK内で回線マトリクスとして整備を進めているIPビデオ
ルータ（以下IPVR）とIP番組制作システムの各機器は、伝送
フォーマットや制御方式が異なる。今回試作した変換装置を用
いて、IPVRと2017年度に技研で試作したIP番組制作システム
の接続試験を行った。その結果、IP番組制作システムの制御装
置からIPVRを制御できることや、IPVRの映像信号をIP番組制
作システムへ伝送できることを確認した。

■SHVケーブルテレビ伝送方式
8K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、
既存のケーブルテレビ施設でも配信できる複数搬送波伝送方
式の研究開発を進めている。2017年度は、2016年度に開発し

た複数搬送波伝送方式対応の復調用LSIを搭載した小型受信装
置を用いて、ケーブルテレビ商用回線を使った8K衛星放送の
再放送実験を行った。その結果、再放送された8K信号を小型
受信装置で安定して受信できることを確認した。また、日本
ケーブルラボでの新4K・8K衛星放送の再放送運用仕様の実証
実験案の要件取りまとめと、実験手順書の作成に寄与し、ケー
ブルテレビでの4K・8K再放送サービスの実現に向けて取り組
んだ。

■FTTHに適したデジタルベースバンド伝送方式
FTTHによる放送の家庭への配信手段の1つとして、8Kやハ

イビジョンなどの多チャンネルのストリームをIPパケット化し
て時分割多重した10Gbps級のデジタルベースバンド伝送方式
の検討を行っている。2017年度は、ベースバンド信号を伝送
できない同軸ケーブルのみが敷設されているマンションを想定
した、棟内伝送方式の基礎検討を行った。検討した棟内伝送
方式は、視聴者からのリクエストに応じてIPパケットを選択し
てRF（Radio Frequency）信号に変換して伝送することにより、
既設の同軸ケーブルで伝送する方式である。ケーブルテレビの
インターネット通信で使用されているDOCSIS（Data Over 
Cable Service Interface Specifi cations）規格を利用し、周波
数利用効率を改善する機能を追加した送受信装置を試作し、検
討方式の有効性を確認した。また、既存のRF信号を伝送する
FTTH施設において、デジタルベースバンド伝送方式へ段階的
に移行するための技術の検討も進めた（3）。

〔参考文献〕
（1） 河原木，小山，川本，北島，倉掛：“IPリモート制作における遠隔

地との同期手法の検証，” 映情学技報，Vol.42, No.11, 
BCT2018-39, pp.5-8（2018）

（2） J. Kawamoto and T. Kurakake：“XOR-based FEC to Improve 
Burst-Loss Tolerance for 8K Ultra-High Definition TV over IP 
Transmission，” IEEE GLOBECOM2017, CSSMA. 4-05（2017）

（3） 楠，袴田，倉掛：“SCM信号と10Gbpsベースバンド信号のFTTH
共存条件の検討，” 映情学技報，Vol.41, No.39, BCT2017-90, 
pp.45-48（2017）

表1-3　超高精細度テレビジョン衛星放送方式ARIB標準規格の主な改定

分野 ARIB標準規格 主な改定
多重化（MMT・TLV） STD-B60（1.12版） HDR／広色域に対応するHEVCビデオ記述子の規定変更、MMT規定の明確化
限定受信 STD-B61（1.4版） 受信機が同時に処理可能な映像・音声・データ等の数とスクランブル鍵数の規定
マルチメディア符号化 STD-B62（1.9版） 異体字を扱うための規定追加、受信機レファレンスモデルの明確化、通信機能の明確化
受信装置 STD-B63（1.7版） HDMI 1.4bおよび2.1に対応するデジタル映像音声出力の規定追加、受信機が同時処理可

能な映像・音声・データ等の数やスクランブル鍵数など性能要件の規定



NHK技研 研究年報 2017　｜　17

1　8Kスーパーハイビジョン

おり（1） ARIBは、A-PABと連携して、放送方式の詳細を規定す
る標準規格の改定作業を進めた（表1-3）。当所は、これら一連
の超高精細度テレビジョン放送方式の標準化に、ARIB開発部
会委員長、同作業班主任・委員として参加し、方式策定に寄
与した。

〔参考文献〕
（1） （一社）電波産業会：“高度広帯域衛星デジタル放送運用規定（1.7

版），” ARIB TR-B39（2018）
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2.1　インテグラル立体映像技術

■立体映像表示技術
特別なめがねが不要で自然な立体映像を再生できる立体テレ

ビの実現を目指し、空間像再生型のインテグラル立体表示方式
の研究を進めている。インテグラル立体表示では、被写体の光

線を再現する方式であるため、観察者の位置によらずに自然な
立体映像を見ることができる。2017年度は、立体映像表示の課
題である表示映像の高性能化と高画質化の研究を実施した。
立体映像の解像度向上を目指して、複数の立体映像の画面合
成技術の研究を進めている。これまでの画面合成技術では、立

将来の放送サービスを見据えて、特別なめがねを用いず、自然な立体映像を楽しむことができる空間像再生型
立体テレビの実現に向け、インテグラル方式とホログラフィー方式の研究開発を行っている。撮像・表示技術、符
号化技術をはじめ、システムパラメーターや表示デバイスの研究を総合的に進めた。同時に、各種スポーツ中継
をはじめ魅力あるライブ型番組を実現するために、センサー情報などを活用した多次元映像表現技術の研究開発
を推進した。
インテグラル立体表示技術の研究では、複数の表示装置を用いて表示映像を高品質化する要素技術の開発に取
り組んでいる。2017年度は、新規の画面合成光学系と高密度8K-OLEDディスプレー（1,000ppi以上）を用いた直視
型表示装置を開発し、画素数および視域角をそれぞれ5万4千画素および約20度に性能改善した。また、8K-OLED
とレンズアレーを3式用いた光学合成システムを試作し、直視型表示装置で発生する色モアレを低減した。さらに、
立体映像の光線数を自在に拡張できる表示装置として、複数台の高精細プロジェクターを高密度に配列可能な並
列投射システムの開発を進めた。6台の小型高精細プロジェクターを用いた試作装置により、解像度特性の改善効
果を検証した。
立体映像の新しい符号化技術の標準化を目的としてMPEG-I Visualアドホックグループの活動に、2017年度も継
続して参加した。また、インテグラル立体画像を圧縮するために、要素画像を多視点画像に変換後、既存の多視
点符号化方式である3D-HEVC（High-Effi  ciency Video Coding）を適用した主観評価実験を行った。
インテグラル立体撮像技術の研究では、高品質な立体映像の生成に向け、複数のカメラやレンズアレーを用い
た空間情報取得技術の研究に取り組んでいる。2017年度は、154台のカメラを2次元配列したカメラアレーシステ
ムを開発し、多視点映像からインテグラル用要素画像を生成する基本技術を構築した。本システムにより、10万
画素の立体動画像表示の検証実験を実施した。さらに、多視点4Kロボットカメラで取得された映像から3次元モデ
ルを生成し、要素画像に変換する撮像技術を構築した。本技術では、非線形奥行き圧縮表現技術を適用した新た
な3次元モデル生成技術を開発した。
2015年度より開始したインテグラル立体用システムパラメーターに関する研究では、表示パラメーターと画質

（奥行き再現範囲、解像度、視域）の関係について、シミュレーターおよび主観評価により検討を進めている。
2017年度は、両眼視差、運動視差、空間周波数特性を再現する二眼立体表示装置を用いて、非線形奥行き圧縮画
像を表示した場合の画質を評価した。同様に、非線形奥行き圧縮技術を適用したインテグラル立体表示シミュレー
ターでの主観評価実験を実施した。
表示デバイスの研究では、電子ホログラフィー用デバイスとインテグラル用光偏向デバイスの研究に取り組んで
いる。電子ホログラフィーでは、スピン注入磁化反転を利用した空間光変調器（スピンSLM：Spatial Light 
Modulator）の研究を進めた。2017年度は、2µm狭画素ピッチ、1K×1K画素のトンネル磁気抵抗光変調素子を用い
たアクティブマトリクス駆動スピンSLMを試作し、2次元画像表示に成功した。さらに、SLMの性能向上を目指し
て、低電流動作が可能な磁壁移動型光変調素子と電圧制御磁気異方性効果デバイスを提案・試作し、その基本動
作を実証した。光偏向デバイスの研究では、レンズアレー不要のインテグラル立体表示を目指して、電気光学ポ
リマーを用いた光導路構造の光フェーズドアレーを検討した。2017年度は、8チャンネル、10µmピッチからなる1
次元光フェーズドアレーを設計・試作し、±3.2度の光偏向動作を得た。
多次元映像表現技術の研究では、近赤外線カメラを用いた高速被写体追跡システムであるソードトレーサー、
サッカー選手の顔向き推定手法、クレーンカメラでのCG合成を可能とするスポーツバーチャル、CG共演用スタジ
オロボットなどの「実空間センシングによる新映像表現手法」、多視点映像とCGを融合した「Sports 4D Motion」、
時系列で映像表現する「2.5次元マルチモーション表現手法」、およびゴルフボール軌道をリアルタイムに生成する
「自然な飛翔体強調表現手法」の研究開発を進めている。2017年度は、各基本システムの試作、フィールド実験、
および番組応用により、その有効性を検証するとともに、実用化に向けた課題を抽出した。

2　立体映像
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体映像の視域や映像結合部で映像が不連続に切り替わるなどの
不自然さの課題があった。2017年度は、立体映像の合成性能の
改善を目指して、有効視域角を拡大する合成光学系を提案した。
提案方式では、複数のディスプレーパネルの画面中心と合成光
学系のレンズ光軸をシフトした構成とすることで、有効視域角
を拡大している。試作装置では、1,000ppi以上の高密度な有機
ELパネル（株式会社半導体エネルギー研究所製）を用いて、従来
の約3.2倍の解像度（水平311画素×垂直175画素）と水平・垂直
方向ともに20.6度の視域角を実現した（図2-1）。また、装置の
奥行きも従来の1/2以下に薄型化した（1）。本試作装置は、技研
公開2017で展示した。
インテグラル立体表示では，直視型ディスプレーに要素画像
群を表示し、そこにレンズアレーを密着させて立体表示するこ
とで、薄型の立体表示装置が実現できる。しかし、この方式で
はディスプレーのサブピクセル構造により色モアレが生じるた
め立体映像の画質が低下する。2017年度は、立体映像の画質
向上を目指して、複数の立体映像を画面合成することで、色モ
アレの低減と立体映像の解像度を向上する方法を提案した。試
作装置では、8K有機ELディスプレー（株式会社半導体エネル
ギー研究所製）にレンズアレーを密着して配置した、3台の立体
表示装置を光学的に合成した（2）。各ディスプレーに生じる立体
映像の色モアレを制御し、レンズアレーを構成する要素レンズ
をシフトして合成することで、色モアレ低減と解像度向上を両
立した。本装置により、これら画質向上の効果が確認され、技
研公開2017で展示を実施した。
さらに、複数の高精細プロジェクターを使用し、立体映像の
解像度の向上と視域角の拡大を同時に実現する並列投射方式の
開発を進めた。本方式では、各プロジェクターを最適位置に配
置し、要素画像を平行光として所定の角度でレンズアレーに重
畳投射することで、立体映像の解像度特性や視域角特性を改善
できる。立体表示用の小型高精細プロジェクターを開発し、立

体表示光学系と映像信号再生装置を試作した。さらに、要素画
像の投射位置を高精度に自動調整する技術も開発した。6台の
高精細プロジェクターを用いた試作装置により、8Kディスプ
レー1台を使用した場合の約2倍の解像度と31.5度の水平視域
角の立体表示を実現した（図2-2）（3）。

■立体映像の符号化技術
インテグラル方式に使用する要素画像の符号化技術の研究を
進めている。2017年度は、インテグラル立体映像に必要な立体
情報を調べるために、視点数とインテグラル立体映像の画質の
関係を求めた。実験では、多視点画像から奥行き画像を生成し
視点数を削減して3D-HEVC（High-Effi  ciency Video Coding）
で符号化した。信号を復号後に、立体表示に必要な視点数を補
間生成して、表示した立体映像の画質を主観評価した。静止画
像による実験結果では、視点数を484視点から64視点以下へ
1/5以下に削減しても、許容画質の立体映像が得られた（4）。ま
た、2017年も引き続きMPEGの標準化活動に参加し、多視点映
像の標準化活動に寄与した。

■空間情報取得技術の研究
インテグラル方式の撮影では、空間を伝搬する光線の方向や
色などの情報（空間情報）を取得する必要があり、立体映像の品
質を向上させるには高密度な光線の情報取得技術の研究開発が
重要である。この研究課題に関して、複数のカメラで撮影され
た多視点映像から空間情報を取得する方式の検討を進めている。

図2-1　 画面合成による立体映像．（a）立体映像の合成方法、
（b）再生立体映像の表示例

（a）

高密度
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レンズアレー
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隙間

画面合成光学系

合成立体映像

（b）

図2-2　 並列投射方式の立体表示．（a）試作表示装置（b）各
視点からの再生立体映像の観察画像例
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2.2　立体映像デバイス技術

■超高密度空間光変調器の研究
自然な立体映像を表示することができる空間像再生型の立
体テレビを実現するため、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。広い視域の立体映像を動画で表示
するには、これまでにない微細な画素で構成される超高密度の
空間光変調器（SLM：Spatial Light Modulator）が必要である。

当所では、狭画素ピッチ表示デバイスとして、スピン注入型
SLM（スピンSLM）の開発を進めている。
スピンSLMは、磁性体によって画素が構成されており、磁
性体の磁石の向き（磁化方向）に応じて反射光の偏光面が回転
する現象（磁気光学効果）を用いて光を変調するデバイスであ
る。これまでに、画素を構成する磁性体として、低電流で磁化
方 向 を 反 転 す る こ と が で き るTMR（Tunnel Magneto-

2016年度は1台のカメラを自動的に上下左右に移動させてさま
ざまな光線を撮影し、静止画のインテグラル立体映像を表示し
た。2017年度は、154台（水平14台×垂直11台）のカメラを並
べたカメラアレーシステムを新たに開発し（図2-3）、空間を伝搬
する光線を一度に撮影できるようにした。これにより、動いて
いる被写体から伝搬してくる光線情報も取得可能となる。この
システムで撮影した多視点映像から光線情報を取得し、その情
報を基に10万画素のインテグラル立体映像を動画で表示するこ
とで、このシステムの有効性を確認した（図2-4）（5）。
レンズアレーを用いずに空間情報を取得する方式として、多
視点映像から3次元モデルを生成し、要素画像に変換する方式
についても検討を進めており、技研公開2017で展示した。さら
に、3次元モデルの生成では、非線形奥行き圧縮表現技術（6）に
対応した新たな技術を開発した。また、多視点映像の撮影に4K
解像度の多視点ロボットカメラを導入することで、より高密度
に空間情報を取得し、インテグラル立体映像のさらなる品質の
向上を図った。

■システムパラメーターに関する研究
2015年度より、インテグラル方式のシステム設計の指針とな

るシステムパラメーターの導出に向けた検討を進めている。イ
ンテグラル方式では、表示装置の画素間隔やレンズの焦点距離
といった表示パラメーターで決まる奥行き再現範囲を超えると、
そこに表示される立体映像の空間周波数は急激に低下する。こ
のため、2016年度は、人間の奥行き知覚特性を利用して不自然

さを感じさせずに奥行きを圧縮して表示する、奥行き圧縮表現
技術を開発し、奥行きが100mを超える3次元空間を1mの奥行
き範囲に収まるように奥行きを圧縮しても不自然さは許容され
ることがわかった。この結果を基に、2017年度は、インテグラ
ル方式の両眼視差、運動視差に加えて空間周波数特性も再現す
る二眼立体表示装置を用いて、奥行き圧縮画像をインテグラル
立体表示した場合の画質評価を進めた。主観評価実験では、3
次元空間を1mの奥行き範囲に圧縮するインテグラル立体表示シ
ミュレーターにより実施した。システムパラメーターの1つであ
る、表示装置の画素間隔を変えて立体映像をシミュレートし、
そのぼやけを評価することで、立体映像の空間周波数の低下を
気にさせない画素間隔を導出した。

〔参考文献〕
（1） 岡市，渡邉，佐々木，洗井，河北，三科：“並列型インテグラル立

体ディスプレーの性能改善，” 映情学年次大，34D-1（2017）
（2） H. Sasaki, N. Okaichi, H. Watanabe, M. Kano, M. Miura, M. 

Kawakita and T. Mishina：“Color Moiré and Resolution Analysis 
of Multiple Integral Three-Dimensional Displays，” IDW’17, 3D5-
4L, pp.860-863（2017）

（3） H. Watanabe：“Integral 3D Display Technology，” NHK Science 
& Technology Research Laboratories Broadcast Technology, 
No.70, p.22（2017）

（4） K. Hara, H. Watanabe, M. Kano, M. Katayama, T. Fujii, M. 
Kawakita and T. Mishina：“Coding Performance of Integral 3D 
Images Using Multiview Images with Depth Map，” IDW’17, 
3Dp1-14L, pp.910-911（2017）

（5） 加納，渡邉，三浦，久富，河北，三科：“インテグラル立体撮像の
ためのカメラアレイシステムの開発，” 信学会，D-11-5，p.5（2018）

約260cm

約200cm

図2-3　カメラアレーシステム

図2-4　 再生されたインテグラル立体映像の観察画像例（左
図：正面視点、右図：各視点）
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Resistance：トンネル磁気抵抗）光変調素子を開発し、画素
ピッチ2µm、画素数100×100のアクティブマトリクス駆動ス
ピンSLMにおいて2次元画像を表示した（1）。
2017年度は多画素化を進め、画素ピッチ2µm、画素数1,000

×1,000のスピンSLMを試作し、2次元画像表示に成功した（2）
（図2-5）。また、画素ピッチの高密度化や多画素化を推進する
ため、新奇構造の磁壁移動型光変調素子開発に取り組み、ガ
ドリニウム鉄合金から成る磁性細線において、電流誘起による
磁壁移動の基本原理検証に成功した（3）。さらに、将来の低消
費電力化技術として、電圧制御磁気異方性効果に注目し、ガド
リニウム鉄合金を用いて、原理的な限界とされる厚さの数倍以
上（厚さ9nm）の膜において、電界による磁気特性の制御に成
功した（4）。今後、これら新奇構造を適用したスピンSLMの開発
を進める。

■光フェーズドアレーの研究
インテグラル立体ディスプレーの飛躍的な性能向上を目指

し、レンズアレーを用いずに各画素から出力される光線を高速
に制御することができる光偏向デバイスの研究開発を進めてい
る。このデバイスが実現できれば、広視域と高解像度を両立す
る立体映像の再生が可能となる。現在、複数の光導波路（チャ
ンネル）から成る光フェーズドアレー（OPA：Optical Phased 
Arrays）に着目し、電圧で屈折率を超高速に制御できる電気光
学（EO：Electro-Optic）ポリマーを適用した素子の設計と試作・
評価を進めている。
EOポリマー光フェーズドアレーでは、チャンネルごとに電
圧を印加しEOポリマーの屈折率変化による光の位相を制御す

ることで、出力光ビームの形状と偏向方向を自在に変えること
ができる。これまでに、8チャンネル構造の光フェーズドアレー
を設計・試作し、基本動作を実証した。
2017年度は、素子の作製工程で必要となるポーリング処理

を工夫することにより、素子のEO係数が改善され、位相制御
性能が飛躍的に向上した。ポーリング処理は、高温に加熱した
素子に対し、高電界を印加することでEOポリマーの分子の向
きをそろえる配向技術である。その結果、出力チャンネルピッ
チ10µmで設計・試作した光フェーズドアレーにおいて、±3.2
度の光偏向動作と電圧による位相変化の線形性を実証すること
に成功した（5）～（7）（図2-6）。本研究は、情報通信研究機構と共
同で実施した。

〔参考文献〕
（1） 青島，金城，船橋，麻生，加藤，町田，久我，菊池：“アクティブ

マトリクス駆動スピン注入型空間光変調器，” NHK技研R & D, No. 
166, pp.28-38（2017）

（2） N. Funabashi, H. Kinjo, K. Aoshima, D. Kato, T. Usui, S. Aso, K. 
Kuga, T. Mishina, K. Machida, T. Ishibashi and H. Kikuchi：
“Magneto-Optical Spatial Light Modulator Driven by Spin 
Transfer Switching for Electronic Holography，” Proc. of IDW’17, 
AMD8-2, pp.400-403（2017）

（3） 海老沢，青島，加藤，船橋，久我，秋山，町田：“Gdx－Fe 1-x合金
磁性細線における電流誘起磁壁移動特性の組成依存性，” 第41回日
本磁気学会学術講演概要集，21pA-14（2017）

（4） N. Funabashi, H. Kinjo, T. Ueno, S. Aso, D. Kato, K. Aoshima, K. 
Kuga, M. Motohashi and K. Machida：“Voltage-Controlled 
Magnetic Anisotropy in Tb-Fe-Co/MgO/Gd-Fe MTJ Devices，” 
IEEE Trans. Magn., Vol. 53, No. 11, p.4003304（2017）

（5） Y. Hirano, Y. Motoyama, K. Tanaka, K. Machida, T. Yamada, A. 
Otomo and H. Kikuchi：“Optical phased arrays using electro-
optic polymer waveguides，” Proc. 9th International Conference 
on Molecular Electronics and Bioelectronics, P-B-041（2017）

（6） Y. Hirano, Y. Motoyama, K. Tanaka, K. Machida, T. Yamada, A. 
Otomo and H. Kikuchi：“Beam Deflection on Optical Phased 
Arrays with Electro-optic Polymer Waveguides，” Proc. 2017 
IEEE Photonics Conference, MF4.5（2017）

（7） 平野，本山，町田，田中，山田，大友，菊池：“EOポリマー光フェーズ
ドアレイを用いた光ビーム制御，” 映情学会年次大，24C-4（2017）

図2-5　 （a）試作した画素ピッチ2µm、画素数1,000×
1,000の2次元スピンSLMと（b）2次元表示画像

100µm（a）試作スピンSLM 

（b）２次元表示画像 

図2-6　OPAデバイスの基本構造と出力光ビームパターン
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2.3　多次元映像表現技術

スポーツ中継をはじめとしたライブ型の番組をより分かりや
すく魅力的にする新しい映像表現の実現を目指し、通常の2次
元画像解析に加えて、動画情報や空間情報、センサー情報を
活用した多次元映像表現技術の研究・開発に取り組んでいる。

■実空間センシングによる新映像表現手法の研究
撮影映像や各種センサーから得られる被写体情報を活用す

ることで、映像表現の自由度を広げる実時間センシングによる
映像表現技術の研究を進めている。
スポーツ競技において移動する被写体の動きを分かりやすく
表現するため、スポーツ映像内から特定の被写体の位置や向き
などの情報を取得する技術の研究に取り組んでいる。2017年
度は放送技術局と連携し、フェンシング競技において複雑かつ
高速に移動する剣先の動きを可視化するシステム「ソードト
レーサー」の開発を進めた。本装置では、可視映像と近赤外映
像を同一光学軸で撮影できるカメラを利用し、剣先からの反射
光を赤外画像上で追跡することにより、可視画像上に軌跡CG
を合成する。機械学習を利用することで、剣先を高精度かつリ
アルタイムに追跡することが可能となった。2017年12月に行
われた全日本フェンシング選手権でソードトレーサーを運用
し、放送に初めて活用した（図2-7）。
サッカーの戦術などの解説に利用することを目的に、広角レ

ンズで撮影したサッカー映像中の低解像度の顔画像から、選手
の顔向きを8方向に推定する手法（1）の研究を進めた。2017年
度は、データの管理や修正を行うシステムを開発して運用性を
高め、スポーツ解説番組に利用することで手法の有効性を確認
した。番組では、選手の視野を扇形のマークで表示することで、
死角をついたプレーなどを視覚的に分かりやすく解説でき、視
聴者から好評を得た。この研究成果は、技研公開2017で展示
した。
スポーツ中継では、カメラの姿勢（位置や向き）に連動した
CGをスポーツシーンに合成する「スポーツバーチャル」が一般
化している。このスポーツバーチャルで必要となるカメラ姿勢
情報を、クレーンカメラやワイヤーカメラなどの多様な撮影機
材に取り付けるだけで取得可能とする、新しいカメラ姿勢セン
サーの開発を進めている。2017年度は、MEMSジャイロス
コープと光ファイバージャイロ、レーザー測距センサー、定張
力ばね機構を効果的に組み合わせた小型かつ高精度な姿勢セ

ンサーを試作し、計測実験を行った。実験結果から、従来手法
と比較して、ドリフト誤差を1/65に低減できることを確認し
た。
スタジオ映像制作において、出演者とCGキャラクターの自
然な共演を実現するCG共演用スタジオロボットの開発を進め
ている。2017年度は、撮影映像上のロボット位置にCGキャラ
クターを重畳した際、CGキャラクターからロボットがはみ出
してしまう問題を解決するため、事前に取得したスタジオの背
景情報（3次元構造や画像）と、ロボットが映った撮影映像との
比較結果を利用し、撮影映像上のロボット領域を自然に隠す基
本技術を開発した。今後、運用性などの改善を図り、番組での
実証実験を行う。

■Sports 4D Motion
球技をはじめとしたスポーツ中継をターゲットに、視聴者に

分かりやすくスポーツシーンを伝えるため、多視点映像とCG
を融合した新しい映像表現技術“Sports 4D Motion”の開発を進
めた。
2017年度は、要素技術として、これまでのパン・チルト制
御に加え、ズームレンズに対応した多視点カメラシステム向け
のカメラ校正技術（2）、複雑な背景下でも適用可能な被写体追
跡技術、そして3次元情報解析技術を組み合わせることで、可
動カメラからもボールなどの被写体位置をリアルタイムかつ高
精度に取得することを可能にした（3）。これにより、放送用カメ
ラでのズームを利用する演出に制限を加えることなく、実写映
像に対して正確にCGを合成することが可能となった（図2-8）。
また、これまでHD解像度カメラで構成されていた多視点カメ
ラシステムを4Kカメラで構成することにより高解像度化し、
多視点映像の生成品質の向上も図った。さらに、開発した各種
要素技術を統合し、注目する被写体の多視点映像に、ボール
軌跡などの情報をCG合成するシステム“Sports 4D Motion”を
構築した。これらの技術は、IBC2017展示や「スポーツイノ
ベーション」、「NHK ABUロボコン」などの番組で活用し、高
いリアルタイム性や合成精度、実用性を示した。今後は、対象
競技種目の拡大などを進め、スポーツ中継や解説番組での活用
を目指す。

図2-7　 第70回全日本フェンシング選手権大会での剣先軌
跡表示

図2-8　 バレーボール競技での利用を想定した実写映像への
ボールCG合成例（実ボールと軌跡上にCGのボール
を重畳）



NHK技研 研究年報 2017　｜　23

2　立体映像

■2.5次元マルチモーション表現手法の研究
スポーツ中継において、競技場の3次元CG映像を背景に、
映像から抽出した選手領域映像をCGの書き割りとして生成・
配置することにより、時系列の一連の動作を連続写真風に表現
（マルチモーション表現）する手法の研究を進めている。2017
年度は、被写体切り出し技術（Active Graph Cuts）の改良に加
え、可視画像・遠赤外画像を併用した被写体領域抽出技術を
開発した。これにより、画像情報だけでは抽出が困難な被写体
を、欠落なく高速に切り出すことが可能になった。また、2.5
次元マルチモーション技術の要素技術である被写体抽出技術と
3次元位置計測技術を応用し、2017年6月と8月に開催された
NHKロボコンにおいて飛翔体の軌跡描画を行った。ロボット
が同時に投てきする複数ディスクの軌跡を可視化（4）し、分かり
やすい映像表現を行った。

■自然な飛翔体強調表現手法の研究
スポーツ中継において、高速に移動するボールなどの飛翔体
の軌跡をリアルタイムにCGで表現することは、分かりやすい
解説に有効である。従来の技術では計測が困難なゴルフ競技
への応用を想定し、弾道予測方程式と画像処理技術、レーザー
センサーを融合し、ゴルフボール位置を実時間で計測する技術
の開発を進めている。2017年度は、ティーショットの軌跡表

示に加え、ボール落下側に自動追尾型センサーカメラを2式配
置し、それらの画像を解析することで、落下するまでの軌跡を
高精度に表示できる機能を追加した。日本女子オープンゴルフ
選手権の最終予選などで実証実験を行い、有効性を確認（5）し
た。本システムは技研公開で展示したほか、NHKが中継した
ゴルフ選手権3大会のギャラリープラザでも展示した。

〔参考文献〕
（1） S. Yokozawa et al.：“Head Pose Estimation for Football Videos 

by using Fixed Wide Field-of-View Camera，” Proc. Int. Conf. 
Pattern Recognition Systems（ICPRS-17），p.7（2017）

（2） M. Kano et al．：“Accurate Calibration of Multiple Pan-Tilt 
Cameras for Live Broadcast，” 5th International Conference on 
3D Vision（3DV 2017），p.594-602（2017）

（3） 大久保ほか：“被写体追跡可能なスポーツグラフィックスシステム
の試作，” 映情学技報，Vol. 41, No. 26, ME2017-85, p.9-12
（2017）

（4） 盛岡，横澤，三ッ峰：“ライブ番組における複数飛翔体の軌跡描画
システムの開発，” 映情学冬大，12C-2（2017）

（5） 加藤，三ッ峰：“放送利用を目指した飛翔体の3次元座標計測と軌跡
表示手法の検討，” 第18回　計測自動制御学会システムインテグ
レーション部門講演会予稿集，3A1-04（2017）
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インターネットを活用して放送サービスをより身近で便利に
する技術の研究を進めている。2017年度は、配信経路の違い
や視聴端末の種類を意識せずにいつでも簡単にコンテンツを視
聴できるようにするメディア統合プラットフォームの研究にお
いて、複数のメディアや事業者を想定したサービス設計などを
進めた。また、IP配信における多様な視聴形態の実現と高レス
ポンス化の研究を実施した。さらに、2018年12月に開始され
る新4K8K衛星放送に向け、マルチメディアコンテンツの交換
方式の策定など国内外の標準化に寄与した。

■メディア統合プラットフォームの研究
放送だけでなく、インターネット上のさまざまなメディアで

テレビ番組が配信され、テレビ受信機以外のスマートフォンや
タブレットなど各種端末での視聴が増加している。番組視聴方
法の多様化が進む中で、ユーザーの状況に合った適切なメディ
アを自動選択して番組視聴を可能とするメディア統合プラット

フォームの研究を進めている。
メディア統合プラットフォームは、各メディアでの番組配信
状況を把握管理するサーバーと、端末側で適切なメディアを自
動選択するメディア統合エンジンから構成される。これまで試

図3-1　メディア統合プラットフォームの実機実装例

多様化する視聴者の生活環境に対応した“公共メディア”の実現に向けて、インターネット活用技術の研究を進め
た。
メディア統合プラットフォームの研究では、テレビ番組の配信メディアや視聴端末の多様化に対し、ユーザーの
状況に合った適切なメディアを自動選択するシステムの検討を進めた。スマートフォンへの実装を行うとともに、
ユーザー評価実験で方式の有効性を確認した。また、配信メディアによらないコンテンツへのリンク記述法や、複
数のサーバーや事業者が連携してリンクで示された番組の配信情報を応答するシステムの設計・検証を行った。
動画配信技術では、多視点カメラの映像の視点を、ネットを通してスムーズに切り替えて視聴できるストリーミ
ング技術や、360度カメラ映像をテレビで視聴可能にするサーバーサイドレンダリング技術を開発した。また、視
聴端末数が増加した際に安定した動画配信を実現する伝送レート制御技術のライブ映像対応を行った。
SHV衛星放送の開始に向けて、マルチメディアコンテンツ交換方式や文字符号方式についてARIB規格の策定・
改定に寄与した。
サービス連携技術の研究では、テレビ視聴と生活行動をつなげ、新しいテレビ体験を提供する行動連携技術の
研究開発を進めた。ハイブリッドキャストテレビで連携サービスを実現するため、端末連携アーキテクチャの検討
を行い、民間放送事業者やメーカーなどの協力を得て、サービス事例の開発・展示を行うとともに、IPTVフォー
ラムにおいて標準化を推進した。また、IoT（Internet of Things）機器との連携技術の検討や音声アシスタントデバ
イスをつなげる仲介機能の開発を行った。
また、ハイブリッドキャスト普及促進のため、パフォーマンステストイベントの実施に寄与するとともに、国際
展開でも欧州のHbbTV方式との相互運用を可能にする技術手段の検討を進めた。
番組情報利用の技術では、データ構造化の研究を進め、小中学生の理科の学習指導要領から動画を体系化した

「りかまっぷ」の実現や、高校講座と関連動画を一緒に視聴することによる教育効果の実証実験を行った。
テレビを視聴者と一緒に楽しむ視聴ロボットの研究では、実験用コミュニケーションロボットを使った試作機を
開発するとともに、テレビや人の方向の検出機能や番組に関連した発話機能の開発を進めた。
AR（Augmented Reality：拡張現実感）技術については、眼鏡型ARデバイスの普及を想定し、実空間上に配置す
る仮想的な2次元映像“Virtual TV”による視聴体験の検討を行った。
セキュリティー技術の研究では、視聴者の嗜好に応じたサービス実現のために、視聴者の情報をクラウド上で暗
号化したまま、事業者の属性に応じて情報の閲覧や検索を可能にする暗号方式の研究を進め、PC上への実装と動
作の検証を行った。また、デジタル署名の安全性の強化やスクランブル方式の更新方法の研究も行った。さらに、
放送局のサイバーセキュリティー対策の状況の調査を行った。

3　インターネット活用技術
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作・検証を進めてきたメディア統合エンジンと、その動作に必
要となるソフトウエアコンポーネントを、携帯事業者と連携し
て市販のスマートフォンに試験的に実装し、家庭や屋外など、
さまざまな状況に応じて適切な手段で番組を選択・視聴できる
様子を技研公開2017で展示した（図3-1）。
また、家庭内の視聴環境に合わせて、番組録画装置との連
携や、スマートフォンからテレビでの視聴への円滑な移行が、
メディア統合プラットフォームで実現可能なことを示した。
実際の生活環境における放送とインターネットの受信品質を

把握するため、携帯型の放送・通信受信状況測定端末を開発
し、電車やバス、徒歩など、生活環境において測定実験を行っ
た（1）。その結果を、グローバルプラットフォームに関する
ITU-RレポートBT. 2400に、配信モデルとともに反映した。
2017年度は、メディア統合プラットフォームの各機能要素

について、設計とその機能検証を進めた。まず、配信メディア
によらずコンテンツを指定できるリンクの記述法とその生成手
法を提案した。コンテンツが、放送とネット同時配信とVODで
配信される実験環境を構築し、提案するリンクの生成・解決モ

・店舗連動広告

・放送
・ネット同時配信
・VOD

・放送
・ネット同時配信
・VOD
・店舗連動広告

・放送
・ネット同時配信
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・放送
・放送ネット再配信
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自宅

・録画
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自宅

・放送
・放送ネット再配信
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パブリック ・放送
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図3-2　複数サーバーの連携モデル例
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図3-3　複数事業者サーバーでの番組解決モデル例
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デルの検証を行った（2）。
また、受信端末の要求に応じて番組の配信情報を提供する
番組配信状況管理サーバーに関し、目的や対象が異なる複数
のサーバーが連携して動作するモデルで実験システムを試作
し、検証を行った（図3-2）。このモデルでは、全てのユーザー
に共通な番組情報を処理するパブリックサーバー、番組録画機
器などユーザーごとに異なる番組の情報を処理するプライベー
トサーバー、ショッピングモールや避難所など視聴できるエリ
アが限定される番組の情報を処理するアドホックサーバーを組
み合わせることにより、ユーザーの生活スタイルや利用状況に
応じた適切なコンテンツ視聴を実現する（3）。
さらに、番組配信状況管理サーバーについて、より現実的な
サービス形態を考慮し、それぞれの番組を配信する事業者の番
組配信情報を参照して配信状況を生成・応答するシステムのモ
デル検討と試作を行った（図3-3）。パブリック管理サーバーに
ゲートウェイ機能および同一コンテンツ特定機能を設けること
により、受信端末の要求に応じて複数の事業者サーバーから配
信情報が取得可能であることを示した（4）。
メディア統合プラットフォームの有効性を確認するため、一
般ユーザーによる評価実験を2017年12月に実施した。まず、
1,000名によるウェブアンケートを実施し、視聴している動画
のジャンル、利用機器、視聴メディア、動画情報の他者との共
有方法を調査・把握した。その結果を基に、試作システムを
使って被験者50名による評価実験を実施し、番組を選択・視
聴するまでの所要時間の大幅な減少や、メディア統合プラット
フォームに対する高い利用要望を確認することができた。

■多視点ストリーミング技術
新たなユーザー体験の提供に向けた動画配信技術として、多
視点ロボットカメラの映像をネット配信し、PCやスマホのウェ
ブブラウザーでスムーズに視点を切り替えながら視聴できる、
多視点ストリーミング技術を開発した。各視点の高画質なカメ
ラ映像に加え、全視点の映像をサムネイルとして1画面に収め
た視点選択操作用の映像をMPEG-DASH（MPEG Dynamic 
Adaptive Streaming over HTTP）形式で配信し、視聴者の操作
に応じて、2種類の映像を切り替えて使用することで、効率的
な配信とスムーズな視点の切り替えを可能とした。
また、複数カメラ映像のライブストリーミングを行う配信シ
ステムと、ウェブ標準技術のJavaScript、CSSにより実装した
視聴アプリケーションによる実験システムを試作し、PCやス
マホのウェブブラウザー上のタッチ操作に合わせてスムーズに

視点を切り替えられることを確認した（5）。技研公開2017では、
9台の多視点ロボットカメラ映像で動作する試作システムを展
示した（図3-4）。

■サーバーサイドレンダリング技術
高度な映像処理が必要な360度映像などのコンテンツを、テ

レビのようにCPUやメモリーに制限がある端末でも視聴でき
る、サーバーサイドレンダリング技術を開発した。
テレビのリモコン操作情報をクラウド上のサーバーに送信

し、操作情報に応じてサーバー上で描画処理した映像を
WebRTC（Web Real-Time Communication）技術によって低遅
延でテレビに伝送することで、コンテンツのインタラクティブ
なテレビ視聴を可能とした。
本技術の実験システムを試作し、リモコン操作からテレビ上

で応答が確認できるまでの時間を計測した結果、描画映像の解
像度等を調整することで、0.1秒以下の応答時間を実現できる
ことを確認した（6）。技研公開2017では、360度カメラを用い
た試作システムを展示した（図3-5）。

■動画配信の伝送レート制御技術
視聴端末のアクセス数が増加しても、安定した品質でライブ

動画配信を継続するための技術として、配信サーバーの混雑状
況に応じて動画の伝送レートをきめ細かく制御する技術の開発
を進めた。2017年度は、2016年度までに開発した伝送レート
制御技術をライブ映像入力に対応させた。本方式を実装した配
信システムをクラウドサーバー環境で試作し、インターネット
を介してライブ映像を試作システムへ入力して動作検証を行っ
た。その結果、視聴端末数が増加して配信サーバーに混雑が
生じる状況においても、本方式を適用しない場合に比べ、画質
変動を抑制し安定した品質で視聴できることを確認した（7）。

■テレビ向け動画配信普及に向けた取り組み
ハイブリッドキャストをはじめ、テレビ向け動画配信の普及

に向けた取り組みを進めた（8）。2016年度までに、技研で開発
した動画視聴プレーヤーを（一社）IPTVフォーラムのMPEG-
DASH相互運用性検討会に提供し、「dashNX」という名称で同
検討会会員向けに公開を開始した。
2017年度は、本プレーヤーが総務省の実証事業等による多

数の放送事業者の4K配信実験や、大規模商用サービスで活用

図3-4　 多視点ストリーミングの視聴画面
（画面のスワイプによって視点を切り替え）

図3-5　 サーバーサイドレンダリング技術による360度映像の
テレビ視聴
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3.2　サービス連携技術

インターネットやIoT機器、AR技術などの最新のIT技術を活
用し、テレビと世の中の各種サービスを連携させることで、日
常生活のさまざまな場面で新しいテレビ体験を提供するサービ
ス連携技術の研究を進めている。

■テレビ視聴と生活行動をつなげるシステム
テレビ視聴とネット利用、さらには現実の生活行動にもつな
がる、利便性の高い放送通信連携サービスの実現を目指して、
放送をさまざまなアプリケーション（アプリ）やIoT機器と連携
させる基盤技術（行動連携技術）の研究開発を進めている。

2017年度は、視聴者がスマートフォン（スマホ）のアプリな
どから簡単な操作で安全・安心に放送通信連携サービスを利用
できるようにするため、ハイブリッドキャスト端末連携アーキ
テクチャの拡張を提案し、スマホなどの端末からハイブリッド
キャストアプリを起動可能とする端末連携プロトコルの標準化
を、IPTVフォーラムにおいて推進した。技研公開2017では、
民間放送事業者やメーカーなどの協力を得て、昨年度設計・試
作した端末連携アーキテクチャに対応したプロトタイプを用い
た約10のサービス事例を展示し、本アーキテクチャの有効性
を確認した（1）。また、IBC、CEATEC、InterBEEなどの展示会
を通して、本アーキテクチャを国内外にPRした。さらに、ス
マホを起点としたテレビ視聴機能の有効性を、1,000人規模の
評価実験により検証し、視聴者に一定のニーズがあることを確
認した（2）（3）。

されるなど、実用化の実績を挙げた。
また、IPTVフォーラムのVOD運用規定に則した機能のテレ

ビ受信機への確実な実装と動作の共通化を図るため、同規定へ
の適合性を判定する動作検証環境を整備し、同フォーラム内で
公開した。

■SHVマルチメディア放送と放送通信連携シス
テムの標準化活動
2018年12月1日に本放送が開始される新4K8K衛星放送に向

け、マルチメディアコンテンツ交換方式や文字符号化方式にお
ける異体字セレクタに関して、ARIB規格の策定・改定に寄与
した。また、放送通信連携システムに関するITU-Rレポート
BT. 2267の改定に対して、セカンドスクリーンのユースケー
スと端末連携動作に関する追記に寄与した。
ABU技術委員会において、デジタルテレビにおける字幕の

要求条件勧告の策定を推進するとともに、放送におけるマルチ
メディア方式、CAS方式、セキュリティーに関する内外最新動
向について報告し、日本の放送方式とハイブリッドキャストの
認知度向上を図った。

〔参考文献〕
（1） H. Endo, S. Taguchi, K. Matsumura, K. Fujisawa and K. Kai：

“Broadcast and Broadband Reception Quality Field Experiment 
to Validate the Eff ectiveness of Media-Unifying Platform，” IEEE 
BMSB, 8C-1（2017）

（2） 田口，遠藤，竹内，藤澤，加井：“メディア統合プラットフォーム
におけるリンク生成手法・記述法の検討，” 映情学年次，11C-4
（2017）

（3） 遠藤，田口，竹内，藤澤，加井：“メディア統合型配信状況管理シ
ステムの提案，” 映情学年次，15C-2（2017）

（4） 田口，遠藤，竹内，藤澤，加井：“メディア統合型配信状況管理シ
ステムにおける複数事業者サーバ連携モデル，” 映情学冬大，
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（5） 関口，池谷，黒住，西村：“MPEG-DASHを用いた多視点映像スト
リーミング方式の検討，” 映情学年大，22D-1（2017）

（6） 大西，藤澤，松村：“WebRTCを用いた放送連動サーバサイドレン
ダリングの試作，” 信学ソ大，B-6-8（2017）

（7） 黒住，田中，西村，山本：“配信サーバの混雑状況に応じたビット
レート制御によるライブ動画配信システムの動作検証，” 映情学年
大，12C-3（2017）

（8） 西村：“テレビ向けネット動画配信を支える技術～MPEG-DASHと
MSE/EME～，” 映情学会誌，Vol. 71, No. 6, 2017, pp.792-796
（2017）

図3-6　放送とIoT連携のサービス例 図3-7　放送と自動車の連携における視聴情報の活用例
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本アーキテクチャを基盤とし、近年普及が進むIoT機器を活
用する研究にも取り組んでいる（図3-6）。2017年度は、放送
局のデータ・コンテンツとIoT機器を簡単に結び付けてサービ
スを行うシステムモデルを検討した（4）（5）。また、音声アシス
タントデバイスの機能と端末連携アーキテクチャを結びつける
ための仲介機能を開発し、音声アシスタントデバイスの違いに
よらず放送サービスとさまざまなサービスの連携を可能にする
アプリの試作を行った（6）。
視聴情報や行動情報などのパーソナルデータを活用すること

で、番組の視聴がテレビの前だけにとどまらず、日常生活のさ
まざまな行動の中で新たな気付きや価値を提供するための検討
も進めている。2017年度は、ユーザーの視聴ログを利用して、
自動車の運転中に、番組に関係する観光地などの情報をHUD
（ヘッドアップディスプレー）に表示したり、前日に視聴した番
組の話題をクイズの形で語りかけて運転者の眠気を覚ましたり
するなど、放送と運転中の行動を結び付けるサービスを試作・
展示した（7）（図3-7）。さらに、パーソナルデータをユーザー主
導で利用し、ユーザー行動に応じた番組関連情報を提示するシ
ステムを検討した（8）。また、IPTVフォーラムにおいて策定が開
始された、番組視聴データを放送局などのサービス事業者が共
通で利用するための「視聴データ記述および利用ガイドライン」
について、技術仕様案作成に寄与した。

■ハイブリッドキャスト普及のための取り組み
ハイブリッドキャストサービスの普及を促進するための技術
課題にも取り組んでいる。テレビ受信機上で動作するハイブ
リッドキャストブラウザーのパフォーマンスを評価するため、
2016年度に引き続き、2017年度も「IPTVフォーラム　パ
フォーマンステストイベント」を実施した。放送事業者と受信
機メーカーが受信機のパフォーマンスの現状と課題を共有で
き、サービス向上や受信機性能の向上に生かせる機会となった。
ハイブリッドキャストアプリケーションの国際展開を目的

に、欧州を中心にサービスが展開されているHbbTVとの相互
運用を可能にするための技術手段の検討を進めた。両者で等価
なアプリケーションを生成する装置も開発している。2017年
度は、欧州方式の動画配信に対応させるなど、機能拡張を検
討した。また、HbbTVのサービスの現状を欧州で調査し、今
後の相互運用性について欧州の関係者と意見を交換した。

■番組情報利用
放送番組とインターネットのさまざまなサービスを容易に連
携できる、番組関連情報のデータ構造化技術を活用し、ユー
ザーの番組内容の理解をサポートする研究を進めている。
2017年度は、小中学生の理科の学習指導要領から構造化デー
タを生成し、その構造を用いて動画コンテンツを体系化、関連
づける仕組みを開発した。本技術は、NHKオンライン上のウェ
ブサイト「りかまっぷ」で利用され、2016年4月にサービスが
開始された。また、コンテンツのテーマの理解・把握に関し、
異なるジャンルの関連コンテンツを一緒に提供することの有効
性を検証するため、制作局と連携し、通信制高等学校3校で実
証実験を行った。実験では、NHK高校講座と一緒にニュース
や一般番組を視聴することによる、　生徒の理解促進や学習意
欲向上などの教育効果を評価した。

■テレビ視聴ロボット
家庭でテレビ番組を一緒に楽しく見るパートナーとして、テ

レビ視聴ロボットの研究を行っている。2017年度は、テレビ
および人の方向を自動検出する機能と、テレビ番組の字幕文か
ら発話文を自動生成する機能を実験用コミュニケーションロ
ボットに組み込み、試作機を開発（9）して技研公開2017などで
展示した（図3-8）。
テレビ視聴時に近くにロボットがいる場合の効果を評価する
実験準備として、ロボットの発話としぐさをリモート制御する
実験システムの開発と、家庭のリビングを模した視聴実験ルー
ムの整備を行った。リビングルームのロボットに搭載したカメ
ラ画像から、周囲のテレビおよび人の方向を検出する機能の性
能を評価したところ、人の横顔や後頭部の画像を利用した場合
に人物位置検出精度に低下があること、ロボットと人の視線を
合わせるために検出精度やロボット制御の改善が必要であるこ
となど、課題を抽出した（10）。
ロボットが視聴中の番組内容に関連して自発的に発話する機
能を実現するため、発話生成技術の開発を進めた。2017年度
は字幕文に含まれるキーワードが、ロボットが学習していない
未知の語彙であっても、学習済みの語彙の中から近いキーワー
ドを予測し、その語を元に発話文を生成するアルゴリズムを開
発した。
インターネットに接続したコミュニケーションロボットは
IoT機器の一種であり、個人情報や秘匿データを取り扱う可能
性があることから、情報セキュリティへの対応が求められる。
さらに、人工知能（AI）による学習機能を伴う自律的な行動をす
るロボットでは、人に倫理的な影響を与える可能性もある。そ
こで、情報セキュリティ対策や人的影響への対策を考慮した開
発ガイドラインの検討を始めた。2017年度は、国内外のロボッ
トやAIのガイドライン策定の動向を調査し、研究開発中のテレ
ビ視聴ロボットを1つの実例としてその論点を整理した（11）。

■AR端末を使った視聴体験
現実の3次元空間に仮想的な物体を配置できるAR技術を用

いた、眼鏡型AR用ディスプレー “ARグラス”が近い将来広く普
及することが想定される。そこで、ARグラスをテレビ視聴に
応用した研究を開始した。ARグラスを装着したユーザーが見
る実空間上に仮想的なテレビを配置し、そこに表示された2次
元映像を“Virtual TV”と名づけて、Virtual TVによる新しい視聴
体験の検討を行った。これまでの実空間に置かれたテレビとい
うハードウエアの物理的な制約に縛られず、表示の自由度が高
いというVirtual TVの特徴に着目し、視聴体験に関する技術研
究要素をReality（実在感）、Visibility（可視性）、Interactivity（双
方向性）の3つの軸で整理した（12）。この研究は、カリフォルニ
ア大学サンタバーバラ校フォーアイズラボと共同で実施した。

〔参考文献〕

図3-8　テレビ視聴ロボット
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3.3　セキュリティー基盤

放送・通信連携サービスの高度化を目指し、安全で信頼でき
るサービス提供に利用できる暗号・セキュリティー技術の研究
を進めている。

■データベースのアクセス制御に用いる暗号アル
ゴリズム
視聴者のしこう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。そして、視聴者が予
期しない新しいサービスに出会うためには、より多くの事業者
に情報を受け渡すことが望ましい。このためには、視聴者の情
報をクラウドサーバー上に保管し、さまざまな事業者が情報に
アクセスできることが効率的である。ただし、視聴者の個人情
報を保護するため、情報を閲覧できる事業者を制限することが
求められる。そこで、事業者の属性に応じて情報の閲覧権限を
指定することができる属性ベース暗号の研究を進めた。2016
年度までに開発した、暗号化されたデータから必要となるデー
タを暗号化した状態で検索できる暗号方式をPCに実装し、実
用的に問題ない速度で動作することを確認した（1）（2）。また、
属性の一部を任意の属性値で復号可能とする、ワイルドカード
が指定できる処理負荷の軽い方式を開発した（3）。

■暗号アルゴリズム利用システム
自動車、携帯端末、テレビを連携させ、ユーザーのしこう情
報、位置情報を事業者に渡し、個人の位置に応じたサービスを
受けるサービスにおいて、しこう情報、位置情報を秘匿したま
ま、おすすめ情報を利用できる暗号システムを提案した（4）。
また、属性ベース暗号を有料放送サービスに適用し、視聴者
が自宅外でも有料放送を視聴できる、アクセス制御方式に適し
た暗号用の鍵管理方式を開発した（5）（6）。

■強固な安全性を持つ署名技術
デジタル署名の安全性強化の研究を進めた。2016年度に開

発した署名方式は、計算量的Diffi  e-Hellman問題と呼ばれる困難
な問題が根拠となり、強い安全性を有することを証明した（7）（8）。

■スクランブル方式の更新方法
2015年度までに開発したスクランブル方式の更新方法につ

いて、映像の一部だけを復元する攻撃に対する安全性を評価
し、実用的な安全性を持つことを証明した（9）。

■サイバーセキュリティー強化に関する調査研究
放送局におけるサイバーセキュリティーの状況を調査し、セ

キュリティー上の必要な対策を他部局と協力して実施した。ま
た、国内外の放送業界におけるサイバーセキュリティーの動向
を調査した。

〔参考文献〕
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4.1　コンテンツ要素抽出技術の研究

■映像検索技術
映像アーカイブスや各放送局に蓄えられた映像素材は、番組
制作者にとって貴重な資料である。その利活用の促進を目的と
して、映像検索技術の研究を進めている。
映像の各フレーム画像において「顔がどこにあるか」を見つ

ける顔検出技術の精度向上を図った。学習データの増強および
カスケード型の決定木を用いた識別器の改良により、約90％
という高い検出精度を得た（1）。また、本技術と「顔が誰である
か」を識別する顔認識技術を用いて、テレビ番組の出演人物を
リアルタイムで識別するシステムを開発し、技研公開2017に
て展示した（図4-1）。
映像中に写りこんだ文字列（情景文字列）を検出する技術に

ついては、物体認識技術により推定した「看板」「道路標識」
「名札」などの「文字列属性」を利用して、精度を改善する手法
の検討を進めた。
入力画像と同一の被写体が映る画像を探す「詳細類似画像検
索」の研究に取り組んだ。被写体の外観の対称性に着目した新
しい特徴ベクトルおよび類似度計算手法の導入により、特定

ジャンル（建造物など）を対象とした類似画像検索での精度向
上を実現した（2）。
映像検索技術の実用化に向けた取り組みも、多角的に進め

た。CG合成や映像効果などを取り扱う番組制作現場と連携し
て、物体認識技術で自動付与したタグによる検索や類似画像
検索技術を組み込んだ素材管理システムをイントラネット上に
構築し、現場での試用を開始した。また、放送現場より提案さ
れたアーカイブス映像へのメタデータ自動付与システムの実用
化に向けて、顔認識技術および情景文字列認識の実装を進め
た。さらに、スマプロラボ（4.3節参照）の取り組みとして、
ニュースの制作現場を支援するために開発中のソーシャルメ
ディア分析システムにおいて、火災や消防車などが映る画像を
自動検出し、事故や災害に関するツイッターの抽出精度を向上
させる仕組みの構築に着手した。
将来の柔軟で拡張性の高いメディア制作環境を構築するた

めのサービスインターフェースを規定する、AMWA-EBUの
「FIMS（Framework for Interoperable Media Services）」の標準
化活動において、映像のショット単位への分割や物体認識、文
字列検出技術などをFIMS準拠のサービスとして実装したデモ

高品質で魅力的なコンテンツを提供するための番組制作技術として、AI（Artifi cial Intelligence：人工知能）や
ビッグデータを活用した番組制作支援技術、スポーツ中継・音楽番組などの番組素材を無線伝送する技術、スポー
ツの競技音などをクリアに収音する音響技術の研究開発を進めている。
番組制作支援のためのコンテンツ要素抽出技術の研究では、映像検索技術として、顔検出・顔認識技術、映像
中に写りこんだ文字列の検出技術、入力画像と同一の被写体が映る画像を探す類似画像検索技術の精度向上を図っ
た。また、ソーシャルメディア分析システムに画像認識を組み合わせて、ツイートの抽出精度を向上する技術の検
討に着手した。
映像要約技術の研究では、自動要約のデモシステムを構築するとともに、投稿動画から要約映像を自動生成する
システムを開発し、放送番組で使用した。また、4Kモノクロフィルム映像をカラー映像に自動変換する技術の研
究に着手し、ディープニューラルネットワークによる変換手法を開発した。
コンテンツ制作支援技術の研究では、ソーシャルメディア分析技術として、ツイートからニュース制作に役立つ
情報を取得し、火事・火災、交通事故などの24種類のカテゴリーに分類するシステムを開発した。また、原稿作
成支援技術として、放送局の過去のニュース原稿と河川のセンサー情報を利用して、豪雨や台風の際に河川に関
するニュースの原稿案を自動作成するシステムを開発した。
AIやビッグデータを活用した番組制作支援技術の実用化に向けて、技研の“スマートプロダクションラボ”の活動
を推進した。技研公開2017で各技術を分かりやすく紹介するとともに、各種展示会や放送センターの関連部局お
よび外部からの来訪者へのデモンストレーションを多数実施し、外部への展開や関連部局との連携をより一層強
化する取り組みを推し進めた。
ワイヤレスカメラの研究では、2020年の実用化に向けて、スーパーハイビジョン対応の送受信装置の開発を進
めた。125MHzの広帯域を利用できる42GHz帯ワイヤレスカメラの伝送方式として、OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）方式とSC-FDE（Single Carrier-Frequency Domain Equalization）方式の装置を
試作し、実際の運用に即した評価実験を行った。また、送受信基地局までのIF（Intermediate Frequency）信号を
イーサーネットで伝送する装置の研究を進め、クロック周波数の高精度な同期手法を開発したことにより
1024QAM等の超多値変調信号にも適用可能となった。
音響技術については、大勢の歓声の中でもスポーツの競技音をクリアに収音するために、極めて鋭い指向性を
有するウルトラ指向性マイクロホンの研究を進めた。ショットガンマイクロホンの性能を高精度にシミュレーショ
ンする技術を開発するとともに、サイドローブ抑圧に効果的な信号処理法を提案した。

4　高度番組制作技術
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4.2　コンテンツ制作支援技術の研究

放送局における番組制作を支援するため、ソーシャルメディ
アから番組制作に役立つ情報を取得する技術や、過去のニュー
ス原稿をもとに原稿案を作成する技術の研究を進めている。

■ソーシャルメディア分析
Twitterへの投稿（ツイート）からニュース制作に役立つ情報を

取得し、火事・火災、交通事故などの24種類のカテゴリーに分類

システムを構築し、欧州国際放送機器展IBC 2017に出展した。

■映像要約技術
番組の予告映像やダイジェスト映像の制作を支援するため

に、番組映像を自動で要約する技術の研究を進めている。
2016年度に開発した映像要約手法について、適用対象とな

る番組数を拡充するとともに、イントラネット上にデモシステ
ムを構築した（3）。このシステムでは、番組制作者が自動要約の
手がかりとなる、ツイッター解析による視聴者の反響、画像解
析に基づいた登場人物、テロップおよびカメラワークなどのさ
まざまな情報の重み配分を自由に設定し、さまざまなパターン
の要約映像を自動生成することが可能である。
この技術を応用して、大量の投稿動画から要約映像を自動で
生成するシステムを開発し、2017年10月放送の番組「東京ミ
ラクルシティ　みんなで撮った1000日前」で活用された。ス
マートフォンで撮影された約1400本の投稿動画の中から、顔
の検出技術、建物や人ごみを認識する技術などにより映像を自
動で選択し、それらをバランスよく並べて要約映像を生成する
システムとした。システムが自動生成した要約映像は、番組に
おいて「AI（Artifi cial Intelligence：人工知能）が編集した映像」
として紹介された。
映像区間の重要性評価に関する研究として、センサーから取
得した顔変形データの解析によりわずかな表情の変化を検出す
る手法の改良を進めた。表情の変化と相関の強い目や口元など
の特徴点データのみを解析対象とすることにより、検出精度の
向上を図った。この研究の一部は早稲田大学と共同で実施した。

■モノクロ映像の自動カラー化技術
放送局に保管されているモノクロ映像は、さまざまな番組で
利用される貴重な映像素材である。番組制作現場のニーズに
応え、4K解像度相当のモノクロフィルム映像をカラー映像に

自動変換する技術の研究に着手した。
アーカイブス映像などから収集した大量の番組映像を教師
データとしてディープニューラルネットワーク（DNN）を学習
し、モノクロフィルム映像をカラー映像に自動変換する手法を
開発した（4）。この手法は、色の推定用、色の修正用、および色
情報の隣接フレームへの色伝搬用といった3種類のDNNで構成
されている。さらに色補正のため、番組制作者が簡易な手段で
色を指定することで、その色が反映されたカラー映像を生成す
ることが可能である。

〔参考文献〕
（1） 河合，望月，佐野：“テレビ番組を対象とした顔検出と顔認識，” 信

学技報，IE2017-83（2017）
（2） 藤森，望月，佐野：“物体の対称性に着目した詳細類似画像検索，” 

情報科学技術フォーラム，H-041（2017）
（3） 松井，望月，河合，遠藤：“マルチモーダルなコンテンツ解析に基

づいた放送映像の自動要約，” 信学技報，PRMU2017-26（2017）
（4） 遠藤，河合，望月：“画像変換のためのマルチスケール残差ネット

ワークの検討，” 映情学技報，ME（2017）

図4-1　リアルタイム顔認識技術

図4-2　ソーシャルメディア分析システム

制作現場

現場で特定した
有用なツイート
を学習

抽出した
ツイートを
制作者に提示

ツイート10％サンプル（約800万ツイート/日）
をリアルタイムで解析
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する、ニューラルネットワークを用いた抽出手法を考案した（1）。
さらに報道現場と協力して、提案手法を用いたソーシャルメディ
ア分析システム（図4-2）を開発し、試験運用を開始した（2）。
ソーシャルメディア分析システムが取得する情報を整理する
ために、映画やゲームなどの仮想世界で起こった事件・事故を
特定する手法（3）、既に他の報道機関が言及している投稿を判別
する手法（4）を提案し、その効果を確認した。

■原稿作成支援
放送局に蓄えられた大量のニュース原稿とセンサー情報を利
用して、豪雨や台風の際に、河川状況を伝えるニュースの第一
報となる原稿案を作成する支援システム（図4-3）を開発した（5）。
降雨時期に報道現場でこのシステムの試験運用を実施した。

〔参考文献〕
（1） 宮﨑，鳥海，武井，山田，後藤：“ニュースに役立つtweetの自動抽

出・分類手法，” 情報処理学会研究報告，Vol. 2017-IFAT-127, No. 
1（2017）

（2） J. Goto, T. Miyazaki, Y. Takei and K. Makino：“Automatic 
Tweet Detection based on Data Specified through News 
Production，” Proc. of IUI2018 Companion, No.1（2018）

（3） Y. Takei, T. Miyazaki, I. Yamada and J. Goto：“Tweet 
Extraction for News Production Considering Unreality，” Proc. of 
PACLIC 31（2017）

（4） 牧野，武井，宮﨑，後藤：“ニューラルネットワークを用いた既出
Tweet分類，” 言処学大，pp.1143-1146（2018）

（5） 後藤，牧野，武井，宮﨑，住吉：“ニュース制作のための原稿作成
支援システム，” 映メ冬大，13B-7（2017）

4.3　スマートプロダクションラボ

画像解析や音声認識、テキストビッグデータ解析など、番組
やニュースの制作スタイルを大きく変える可能性を秘めたAI。
技研の30年以上にわたるAI技術の研究成果を集約し、効率的
な番組制作による働き方改革や人にやさしい放送に資する局内
連携と実用化を加速する拠点として、技研内の横断的な研究
チーム「スマートプロダクションラボ」を2016年度に設置した。
技研内の常設展示ブースや、研究成果を体験できる局内向け専
用サイトを設けるとともに、相談窓口を一元化して、現場ニー
ズに応えられる体制で活動を進めている。
2017年度は、技研内展示ブースや放送センターのスタジオ

で関連部局向けデモンストレーションを実施して（図4-4）、AI
技術の放送利用を希望する関連部局との連携を促進した。その
結果、生放送番組で利用した映像自動要約技術、地方局で試
行的な運用を開始した河川情報の原稿自動生成システム、ス
ポーツ競技の音声ガイドによるロボット実況など、多くの技術
が実用化された。AIを活用した制作技術は番組制作の手法を変
えるだけでなく、放送現場の働き方改革にも寄与するものとし
て、高い注目を集めている。
各技術の外部に向けた情報発信も積極的に推進した。技研

内展示ブースに外部の視察者を多数迎えたほか、技研公開
2017、NAB Show、IBC2017、InterBEEなど、国内外のイベ

ントにおいて研究発表や技術展示を多数実施した。

・観測対象の河川名
・観測地点の名称
・観測地点の住所
・観測時刻
・現在の水位
・警報が出る水位の閾値
・観測点の緯度経度

河川情報センターからの情報

過去に制作した大量の原稿
原稿案を作成

状況を分析

テンプレート作成

「和歌山県を流れる熊野川は、新宮市にある日足で23時
50分現在、氾濫危険水位の14メートル95センチを超え
ました。」

図4-3　原稿作成支援システム

図4-4　 技研の常設ブースでの関連部局向けデモンストレー
ション 
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4.4　ワイヤレスカメラ

スーパーハイビジョン映像を無線伝送するワイヤレスカメラ
の研究では、2020年の実用化へ向けて、送受信装置の開発を
進めた。
125MHzの広いチャンネル帯域幅を利用可能な42GHz帯の
電 波 を 用 い、OFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）方式と比べてピーク電力が低く電力増幅器の高
出 力 化 が 期 待 で き るSC-FDE（Single Carrier-Frequency 
Domain Equalization）方式の検討を進めた。2017年度は、実
際の運用に即して受信ダイバーシティー（SIMO: Single-Input 
Multiple-Output）に対応した伝送容量200Mbps級の変復調器
を試作した。スタジオの環境を模擬した実験を行い、OFDM方
式よりもSC-FDE方式の方が最大伝送距離を長くできることを
示した（図4-5）（1）。さらに、SC-FDE方式の性能改善に向けた
方式検討（2）や伝送容量400Mbps級に向けた2×2 MIMO
（Multiple-Input Multiple-Output）化（3）、OFDM方式による4×4 
MIMOに関する検討も進めた。
ワイヤレスカメラの送受信基地局までのIF（Intermediate 
Frequency）信号をイーサーネットで伝送する、イーサーネッ
トIF伝送システムについても開発を進めた（4）。IF信号を送るパ
ケットの送受信時刻を用いて、パケットの送信装置と受信装置
のクロックを高精度に同期させることで、44dBの等価CN比
（搬送波電力対雑音電力比）の性能を実現し、1024QAM
（Quadrature Amplitude Modulation）等の超多値変調を用いる
マイクロ波帯FPU（Field Pick-up Unit）などへも適用可能と
なった。イーサーネットを用いることでIF信号を束ねて伝送で
きるため、10Gbpsのイーサーネット1本でマイクロ波帯FPU
のIF信号を5本分伝送できる見込みを得た。

〔参考文献〕
（1） 松崎，山岸，伊藤，鴨田，今村，濱住：“200Mbps級42GHz帯ワ

イヤレスカメラシステムに向けたSC-FDE方式とOFDM方式の比較
実験，” 信学総大，B-5-93（2018）

（2） 山岸，松崎，伊藤，鴨田，今村，濱住：“SC-FDE方式におけるパ
イロット信号のブースト比の検討，” 信学総大，B-5-94（2018）

（3） Y. Matsusaki, H. Kamoda, K. Imamura and H. Hamazumi：
“Millimeter-wave 2×2 MIMO SC-FDE for an 8K Wireless 
Camera，” 2018 IEEE Radio & Wireless Week（RWW 2018），
MO3A-4（2018）

（4） 青木，今村，濱住：“ミリ波ワイヤレスカメラ用イーサネットIF伝送
システムの基礎検討，” 映情学年次大，32E-4（2017）

4.5　ウルトラ指向性マイクロホンの技術開発

大勢の歓声の中でも、スポーツの競技音をクリアに収音でき
るマイクロホンの研究開発を進めている。特定の狭い範囲の音
を収録するために、従来よりも鋭い指向性を有するショットガ
ンマイクロホンを2015年度より開発中である。2017年度は、
マイクロホンに用いる音響管の設計手法と、指向性を改善する
信号処理技術の検討を進めた。
ショットガンマイクロホンは、振動膜の前方に取り付けられ
たスリット付き音響管の効果で、鋭い指向性を実現する。これ
までに、音響管の内部音場を物理的に計算することで、ショッ
トガンマイクロホンの特性を高精度に予測できるシミュレー
ション技術を開発した。この技術により、効率的な音響管の設
計が可能となった。本手法を用いて開発した、従来より長い音
響管を有するウルトラ指向性マイクロホンを、技研公開2017
で展示した（図4-6）。
さらに2017年度は、音響管の設計パラメータの最適化手法
を開発するとともに、信号処理によるサイドローブ抑圧処理に
関する検討を行い、有効性を示した（1）。

〔参考文献〕
（1） 佐々木，小野：“遺伝的アルゴリズムによる音響管設計とサイドロー

ブキャンセラを用いたショットガンマイクロホンの設計，” 音響学
会秋季講演論文集，2-P-43, pp.641-642（2017）
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図4-5　電力増幅器の出力電力と最大伝送距離の関係

図4-6　ウルトラ指向性マイクロホン（下）
2017年技研公開において、従来のショットガンマイクロホン（上）と抑圧
性能を比較展示
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聴覚や視覚に障害のある人が放送を楽しむために、スポーツ
情報から手話CGを生成する技術と、立体の形状や固さ情報を
伝えるための触力覚提示の研究に取り組んでいる。

■スポーツ情報の手話CG生成技術の研究
聴覚に障害のある人がスポーツ番組を楽しめるように、ス

ポーツ番組でCGキャラクターがスポーツ内容を手話で解説す
る「スポーツ情報の手話CG生成技術」の研究を2017年度より
開始した。
スポーツの試合中に配信される競技データを用いて、試合中
の競技状況やルールなどの手話CGを自動生成するシステムを
試作した。あらかじめ、選手名や点数などを差し替えられる手
話CGのテンプレートを用意しておき、試合中は競技データを
テンプレートに当てはめて手話CGをリアルタイムに生成する。
技研公開2017では、手話CGによる競技情報とともに、画像や
テキストによる個々の選手情報や、試合会場の盛り上がり情報
などをタブレット端末で提示するアプリケーションを展示した
（図5-1）。また、競技動画と手話CGをWEBブラウザー上に表

示するシステムを試作し、局内実験を実施した。
また、スポーツニュースの任意文から手話CGへの機械翻訳
の研究も開始した。その基盤技術として、2017年度は収集し
たスポーツニュースと手話通訳士による翻訳結果を用いて、ス
ポーツニュースコーパスを約3,000文対構築した。スポーツ

障害のある方や外国人を含むあらゆる視聴者に、情報を迅速かつ正確に伝える「人にやさしい」放送の拡充のた
め、放送内容に関連するデータを自動変換し、利用者ごとに最適な手段で情報を提供する技術の研究開発を進め
ている。
情報提示技術の研究では、スポーツ情報の手話CG生成技術の研究に着手し、試合中に配信される競技データを
用いて、競技状況やルールなどの手話CGを自動生成するシステムの開発を進め、スポーツ番組において手話CG
を局内に配信する実験を実施した。また、スポーツニュースの任意文から手話CGへの自動翻訳の研究を開始し、
構文構造が複雑なスポーツニュースに対応するため、手話の構文構造を解析するシステムを試作した。
映像に含まれる動きの情報を、人の皮膚を介して伝える触覚提示技術の研究は、音声情報による伝達が難しい、
動きの速いスポーツコンテンツを対象として研究を開始した。振動・摺動・加速度の3種類の刺激を用いた情報提
示について基礎的な検討を進め、刺激の知覚と弁別に関する知見を得た。
取材映像を書き起こす音声認識技術の研究では、ディープニューラルネットワーク（DNN）を導入して、入力音
声と文字を直接対応させるEnd-to-end音声認識の開発を進めた。音声認識結果を効率よく修正できるインター
フェースも開発し、報道現場にシステムを公開して評価実験を進めた。
音声ガイド技術の研究では、外部から配信される競技データを解析して、選手名や得点経過などの競技状況を
説明するロボット実況の自動生成システムを開発し、NHKオンラインの特設サイトおよびハイブリッドキャストに
よるサービスを実施した。また、放送番組への音声合成技術の本格利用に向けて、ニュース読み上げのための
DNNによる音声合成技術の検討を開始した。
言語処理技術の研究では、日本在住の外国人を対象とした読解支援情報付きニュースの研究に取り組むととも
に、外国語コンテンツ制作の効率化を目指した機械翻訳の研究に着手した。読解支援情報付きニュースの研究で
は、難しい表現に対するやさしい日本語の解説や辞書情報、漢字のふりがななどを自動付与し、情報の誤りを人
手で修正できるインターフェースを開発した。機械翻訳の研究では、国際放送のスペイン語字幕制作の支援のた
め、英語－スペイン語の対訳データを整備し、局内で利用できる翻訳システムを整備した。
映像認知解析の研究では、8Kスーパーハイビジョンの広視野視聴環境に適した映像の大きさや動きなどの特徴
を調べた。風景・人物・物体などの8K映像を対象に、主な被写体と思われる領域や映像全体の印象などを調べた
結果、好ましいと感じる映像の大きさは主要な被写体の実世界での大きさや「力強さ」「広がり」など映像の印象と
強く相関することを確認した。また、映像の動揺によって感じることのある不快感について心理実験を行い、動揺
領域や視野角による影響を明らかにした。

5　人にやさしい放送技術

図5-1　試作したスポーツ手話CGアプリケーション

ホイッスル
（端末振動）

盛り上がり
可視化 試合スコア

選手情報

試合状況

ルール
解説

試合経過試合映像

スポーツ手話CGアプリ



36　｜　NHK技研 研究年報 2017

5　人にやさしい放送技術

ニュースは長文となり構文構造が複雑で機械翻訳が困難なた
め、手話の構文構造を解析するシステムを試作した。また、
2016年度に開発した修正インターフェースを用いて、手話CG
の品質に関する評価実験を行った。聴覚障害者による指文字の
読み取り実験では、動きを修正することにより正解率の向上を
確認した。
2017年2月に一般公開した関東7都県の気象情報の手話CG

評価サイトでは、約500件程度のアンケート結果が得られ、お
おむね理解できるとの回答が9割を占めた。一部、「数字が顔
と重なり見えにくい」、「手が他の肌と重なり見えにくい」とい
う意見を頂いたため、数字表現の手や指が顔に重ならないよう
変更するとともに服装の変更や色調整等の改修も進めた。これ
らの研究の一部は工学院大学と共同で実施した。

■触れるテレビの実現に向けた触覚提示技術の
研究
映像に含まれる動きの情報を、人の皮膚を介して伝える技術

の研究を2017年度に開始した。現在、音声情報による伝達が
難しい、動きの速いスポーツコンテンツを対象にして、ボール
の移動方向や技の種別を触覚で伝える手法の開発に重点を置
いている。2017年度は、機械刺激を摺動・振動・加速度の3
種類に分類し、それらの刺激の知覚と弁別のための基礎的な条
件の洗い出しを進めた。摺動の研究では、皮膚をこするように
直線上を移動する刺激子によって、動きの速さと方向を伝えら
れることを明らかにした。振動の研究では、手のひらで包み込
める大きさの立方体の各面に振動を提示する装置を開発し、各
面の振動を他の面に伝搬させないための工学的知見を得た。一
般的に皮膚への刺激に対する感じ方の個人差は大きいが、刺
激の強さと繰り返しの速さを調整し、各人に適した刺激を使う
ことで情報提示に応用できることが分かった。（図5-2）この研
究の一部は新潟大学および山形大学と共同で実施した。
視覚障害者に教科書の図や墨字の形などの2次元情報を伝え

る技術の研究では、上下するピンアレーによって凹凸や振動で
形状や線を提示する触覚ディスプレーと、力覚ロボットアーム
で指先を誘導して伝える方式とを複合した、力覚誘導提示シス
テムの開発を進めている。2017年度は、これまでに教育応用
を目指して開発した、LAN経由でリモート制御が可能な力覚誘
導提示システムの実証評価を進めた。先生が複数の生徒の指
を同時に遠隔誘導できる機能を、鍼灸の模擬授業の中で評価
し、新たな教育方法として有効な手段であることを確認した。
また、漢字・かな文字の学習ツールの機能拡張を目的として、

文字の書き順を提示する機能を追加した。さらに、点字を習得
していない盲ろう者が、かな文字の文書を読むことができる
ユーザーインターフェースを開発した。これらにより、本シス
テムが教育や福祉の現場で多目的に利用できる見通しを得た。
この研究の一部は、筑波技術大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1） T. Uchida, T. Miyazaki, M. Azuma, S. Umeda, N. Katou, H. 

Sumiyoshi, Y. Yamanouchi, N. Hiruma：“Sign Language 
Support System for Viewing Sports Programs，” Proceedings of 
the 19th International ACM SIGACCESS Conference on 
Computers and Accessibility, ASSETS2017, pp.339-340
（2017）

（2） 梅田，内田，東，宮崎，加藤，住吉，比留間，山内：“分かりやす
い手話CG生成のための単語接続方式の提案と評価，” 信学技報WIT, 
Vol. 117, No. 251, SP2017-51, WIT2017-47, pp.95-100
（2017）

（3） M. Azuma, T. Handa, T. Shimizu, S. Kondo：“Development of 
Vibration Cube to Convey Information by Haptic Stimuli，” 
HAPp1-5L, Proceedings of the 24th International Display 
Workshops, Vol. 24, pp.128-130（2017）

（4） T.Sakai, T. Handa, M. Sakajiri, T. Shimizu, N. Hiruma and J. 
Onishi：“Development of Tactile-Proprioceptive Display and 
Effect Evaluation of Local Area Vibration Presentation 
Method，” Journal of Advanced Computational Intelligence and 
Intelligent Informatics（JACIII），Vol. 21, No. 1, pp.87-99（2017）

（5） 近藤，半田，東，清水，渡辺，“手掌部表面を移動する突起物の高
さが圧刺激の知覚に及ぼす影響，” 映情学技報Vol. 42, No. 4,　
pp.277-281（2018）

図5-2　振動キューブ（外観）と振動伝搬を抑制する構造
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5.2　音声認識技術

取材した大量の映像素材から番組を制作するためには、映像
素材中の音声を書き起こして、素材の内容を明確にする作業が
不可欠である。正確な番組を迅速に視聴者に届けるため、取材
映像の書き起こしを素早く制作する支援システムの研究を進め
ている。2017年度は、音声認識を使った書き起こし制作システ
ムの実現に向けて、音声認識の高精度化とインターフェースの
開発を進め、実証実験を開始した。

■取材映像を書き起こす音声認識
書き起こしを要する取材映像の話者は、発話の明瞭度などに

ばらつきがあり、スタジオに比べて音声の収録条件も悪いため、
認識率が低下する。そのため従来の生放送番組を対象とした音
声認識よりも難度は高い。技研では、迅速性が要求される記者
会見と、比較的良好な環境で収録されるインタビューを対象と
して、書き起こし支援システムの開発に着手した。
対象となる話者は、辞書にある音素列どおりに発声しない場

合が多く、従来の発音辞書を用いる音声認識では認識精度の改
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5.3　音声ガイド技術

視覚に障害がある方にもテレビのスポーツ中継を楽しんでい
ただくために、生放送番組にも対応可能な新たな解説放送サー
ビス「音声ガイド」の研究に取り組んでいる。研究は、まずア
ナウンサーの実況がないコンテンツに自動的に解説を付与する
「ロボット実況」、次に解説放送を補完する新たな視覚障害者
サービス「自動解説放送」の順に実現すべく進めている。2017
年度は、スポーツ番組におけるロボット実況サービスの実現と
自動解説放送サービスの実現へ向けて、課題の確認を進めた。

■ロボット実況の研究とスポーツ番組における
サービスの実施
スポーツ番組の生中継映像に、外部から配信される競技関
連データから、NHKが自動生成した実況音声と字幕を付与し

てインターネットとハイブリッドキャストで配信するシステム
を構築し、スポーツ番組のロボット実況としてNHKオンライン
の特設サイトおよびハイブリッドキャストによるサービスを実
施した（配信競技数：4競技（アイスホッケー、カーリング、ボ
ブスレー・スケルトン、リュージュ）、配信本数：17本）（図
5-4）。
2016年度に構築したシステムからの改良点は以下のとおり

である。①配信開始時間から終了時間まで設定されたスケ
ジュール表に基づき、試合の実況部分に加えて、試合前のルー
ル解説、試合会場の紹介や試合後の結果一覧等を含めた番組
全体を、自動的に制作できるようにした。②実況生成処理中に
発話の強調箇所を指定し、音声合成部を制御して音声に反映
する手法を開発した。③競技データに含まれる画像データから
発話生成に必要な事象を抽出して利用する技術を開発し、一部

善に限界がある。そこで、DNNを導入して、入力音声に文字を
直接対応させるEnd-to-end音声認識の認識精度の改善を図っ
た。一般に、音声認識処理では学習データ中の出現頻度が著
しく低い文字の音響的な特徴を学習することが難しい。2017
年度は、音響的特徴の学習が困難になる文字を複数集めて1つ
のクラスとして学習し、文字や単語のつながりやすさなどの手
がかりで元の文字に復元する手法を提案し、認識精度を改善し
た（1）（2）。また、取材映像では話題が多岐にわたり、話題を特定
することが困難なため、多様で複合的な話題を200次元の数値
ベクトルで表現し、単語と単語のつながりやすさを与える言語
モデルの精度を向上させた（3）。
また、音声認識結果を映像・音声とともに効率よく参照でき
て必要に応じて最小限の操作で認識誤りを修正可能なインター
フェースを開発した（4）。インターフェースはWebアプリとして
提供され、利用者はソフトのインストール無しに自席のPCなど
で入力動画ファイルに対する音声認識結果を確認できる（図
5-3）。記者会見などでは、取材映像の全ての発話を一字一句
書き起こす必要はないため、映像の変換点や無音区間を手がか
りに自動で動画を項目に分割するとともに、項目ごとにキー
ワードを与えて必要な項目を効率よく参照できるようにした。
認識結果の単語は動画の再生とともにハイライト表示され、音

声と認識された文字を対応させて参照できる。さらに、動画の
再生や停止をテキストの編集作業と連動させたことにより、再
生・停止や再生位置の変更などの煩わしい操作を不要にした。
このインターフェースにより、認識誤りの修正に要する時間を
3割削減することが可能となった。
このシステムの有効性を確認するため、報道現場にシステム

を公開して評価実験を開始した（5）。

■字幕制作システムへのDNN音声認識の導入
字幕制作の効率化と拡充の要望を受け、字幕制作に用いられ

る音声認識にDNNを導入するための開発を進めた。最新の言語
モデルは規模が大きく、短時間に最新のニュース記事を取り込
むことが困難なため、複数の単語ネットワーク（言語モデル）を
連結して認識するアルゴリズムを開発した。認識アルゴリズム
は、DNN計算部と探索部を並列化して高速化した。また、認識
単語を逐次出力するアルゴリズムを新方式用に最適化して、認
識誤りを迅速に修正できるようにした。引き続き、これらの技
術と既存設備が連携するインターフェースを開発し、字幕制作
に用いられる音声認識システムの高度化を進めていく。

〔参考文献〕
（1） H. Ito, A. Hagiwara, M. Ichiki, T. Mishima, S. Sato, and A. 

Kobayashi：“End-to-end Speech Recognition for Languages 
with Ideographic Characters，” APSIPA ASC, Paper ID 118
（2017）

（2） 伊藤，萩原，一木，三島，佐藤，小林：“クラスラベルを用いた
End-to-end音声認識，” 音響学会秋季講演論文集，1-R-12, pp.79-
82（2017）

（3） 萩原，伊藤，一木，三島，佐藤，小林：“分散表現を用いたドメイ
ン推定言語モデルの検討，” 音響学会秋季講演論文集，2-Q-4, 
pp.133-134（2017）

（4） 三島，一木，萩原，伊藤，佐藤，小林：“取材映像の書き起こしイ
ンターフェースの開発，” 映情学年次大，23D-3（2017）

（5） 三島，一木，萩原，伊藤，佐藤，小林：“音声認識技術による書き
起こしインターフェースの検証実験，” 映情学冬季大，12C-6
（2017）

図5-3　書き起こしインターフェース
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競技に適用した。④DNNを用いた新しい音声合成装置を開発
した（1）。既存の朗読調の学習用音声データに少量の実況調の音
声データを加えて合成モデルを学習することで、少量の学習
データから高品質な実況調音声を合成可能とした。さらに、実
況発話に多い文末強調イントネーションを高品質に再現するた
めに、文末イントネーションを平叙型と強調型に分類してモデ
ルを学習する方式を開発した。

■視覚障害者向けサービスとしての課題確認
ロボット実況によって、視覚に障害のある方が競技の状況を

どの程度理解できるのかを評価した。音声のみで伝えるラジオ
とロボット実況を比較した結果、ロボット実況はラジオと同じ
程度に競技の状況を理解できることが分かった（図5-5）（2）。
また、テレビとラジオの実況を比較してコメントを分類し、
テレビの実況に補足すべき情報を検討した結果、ラジオは競技
の状況や発生するイベント以外の情報も多く、ラジオと同程度
の情報提要をロボット実況で実現するためには、競技によって
は競技データ以外の情報の利用が必要であることが分かっ
た（3）。さらに、実況アナウンサーの音声が存在する番組に対し
て音声ガイドを付与する自動解説放送について検討した。二つ
の音声が重なった場合でも、音声ガイドの声質を番組音声と聴
感的に分離しやすく工夫することで、番組理解を改善できる見
通しを得た（4）。

■ニュース読み上げに向けた音声合成技術の研究
放送番組への本格利用を念頭に、ニュース読み上げのため

のDNN音声合成技術の検討を開始し、学習データ整備などの
準備を進めた。

■実用化研究
ハイブリッドキャスト連携アプリを利用して、スマホやタブ

レット端末で再生する音声ガイドと番組とを同期させるシステ
ムを試作するとともに、外部サーバーを利用してガイド音声の
配信にかかる時間を計測し、生放送への対応可能性を確認し
た。

〔参考文献〕
（1） K. Kurihara, A. Imai, H. Sumiyoshi, Y. Yamanouchi, N. Seiyama, 

S. Sato, I. Yamada, T. Kumano, R. Tako, T. Miyazaki, M. Ichiki, 
T. Takagi, S. Oshima and K. Nishida：“Automatic Generation of 
Audio Descriptions for Sports Program，” International 
Broadcasting Convention（IBC）Conference（2017）

（2） 一木，清水，今井，都木，栗原，宮﨑，田高，熊野，山田，佐藤，
清山，山内，住吉：“スポーツ中継におけるバリアフリー放送技術
のための音声ガイド技術の検討，” 映情学年次大，33D-2（2017）

（3） 佐藤，住吉，今井，山内，清山，清水，金子，熊野，宮﨑，栗原，
一木：“スポーツ実況を補足する自動解説発話の分類，” 映情学年次
大，11C-4（2017）

（4） 一木，清水，今井，都木：“スポーツ中継の実況音声と音声ガイド
の同時聴取の検討，” 音響学会秋季講演論文集，3-5-7（2017）

図5-5　 ロボット実況（ガイド）の有無による内容把握に関する
主観評価結果（5：非常に良い　1：非常に悪い）
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5.4　言語処理技術

日本在住の外国人を対象とした新たな情報提供手段として、
読解支援情報付きニュースの研究を進めている。また、外国語
コンテンツ制作の効率化を目指した機械翻訳の研究を開始し
た。

■読解支援情報付きニュース
インターネットで公開している日本語テキストのニュースに

は、難しい漢字や表現が頻出するため、多くの外国人にとって
理解することが容易ではない。そこで、ニュースにさまざまな
「読解支援情報」を付加することで、外国人のニュースの理解
を促進する研究を進めている。読解支援情報として、難しい表
現に対するやさしい日本語の解説、漢字のふりがな、難しい単
語に対する辞書情報を用意した。読者は、スライダーやボタン
の操作で読解支援情報の表示を調節できる。
読解支援情報のうち、やさしい日本語の解説は機械翻訳シス

テムによって自動付与し、ふりがなと辞書情報は形態素解析シ
ステムによって自動付与するが、自動付与には誤りが避けられ
ない。そこで誤りを簡便に修正するためのインターフェースを
開発し、実際に読解支援情報付きニュースを簡便に制作できる
ことを確認した（1）。
このほか、知的障害者に対するやさしい日本語の効果の検証

を目指した比較分析を実施した。具体的にはNHKのインター
ネットニュース「NEWSWEB」、やさしい日本語のニュース
「NEWSWEB EASY」、および福祉団体が発行する知的障害者
向けの新聞「ステージ」の同一話題の記事を分析した（2）。この
結果、NEWSWEBに比べてNEWSWEB EASYとステージはや
さしい語が多く使われていることや、文が短いことが明らかに
なった。また、NEWSWEB EASYとステージには、専門用語
の出現に差があることが明らかになった。この研究は淑徳大学
短期大学部、聖心女子大学、公立はこだて未来大学と共同で
実施した。

■機械翻訳技術
NHKワールドのビデオオンデマンド（VOD）旅番組のスペイ

ン語字幕制作支援を目的に、英語－スペイン語の機械翻訳の

研究を開始した。NHKのラジオ日本の5年分の台本を元に約5
万文の英語－スペイン語の対訳データを整備し、さらにイン
ターネット上で公開されている言語データから約500万文の対
訳データを整備した。以上の対訳データを元に、ニューラル
ネット翻訳システムを試作した。VOD旅番組の字幕の翻訳実
験を実施したところ、翻訳システムを使用した場合、人手の翻
訳に比べて単位時間の翻訳量を1.6倍に増加させることができ
た。また、局内からアクセスできる翻訳システムのWebイン
ターフェースを整備した（図5-6）。このほか、日英ニュース機
械翻訳の研究のため、人手の翻訳により4万文の日英ニュース
対訳データを整備した。この研究は情報通信研究機構と共同で
実施した。

〔参考文献〕
（1） 後藤，美野，熊野，田中：“読解支援情報付きニュースの提案，” 

2017年映情学冬季大，22A-8（2017）
（2） 打浪，岩田，熊野，後藤，田中，大塚：“障害者向け「わかりやすい」

情報提供と外国人向け「やさしい日本語」の相違－「ステージ」と
「NEWSWEB EASY」の語彙に着目した比較分析から－，” 社会言語
科学，Vol. 20, No. 1, pp.29-41（2017）

5.5　映像認知解析

8Kスーパーハイビジョン（SHV）の広視野視聴環境に適した
映像の制作を支援するため、映像の大きさや動きなどの特徴と
主観的な好ましさや不快度との関係を明らかにする研究を進め
ている。

■好まれる映像サイズの測定
大画面での視聴に適した映像の特徴を明らかにするために、

映像の大きさの好みについて心理実験を通じた研究を進めてい
る。2017年度は、風景・人物・物体などのさまざまなSHV映

像を大型ディスプレーに映した場合に、好ましいと感じる映像
の大きさを心理実験によって計測し、表示された映像の特徴と
の関係を調べた。映像の特徴については、主な被写体と思われ
る領域や映像全体の印象などを主観評価実験によって調べ、そ
の特徴量を分析した。その結果、好ましいと感じる映像の大き
さは、映像中の主要な被写体の実世界での大きさと強く相関す
ることが明らかになった（図5-7）。さらに、映像全体から感じ
る「力強さ」や「広がり」の印象を定量化した指標とも相関が高
くなることが示された（1）。今後は、ディスプレーの大きさや観
察距離などがどのように影響するのか、調べていく。

図5-6　英語－スペイン語翻訳システム
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■動揺映像分析技術
動きの大きな映像（動揺映像）は、大きな視野角で視聴する

と酔いのような不快感を生じることがある。このような映像を

分析することにより、視聴時に生じる不快感の程度（不快度）
を推定する技術の研究を進めている。2017年度は、対象を
SHV映像まで広げ、複数の動揺領域の目立ちやすさ（誘目度）
とその位置関係により、認知される画面の揺れの大きさ（動揺
認知量）と不快度がどう変化するかを心理実験で調べた。その
結果、動揺認知量と不快度は、ともにSHVの視野角で飽和傾
向が表れていること、動揺認知量は動揺領域の誘目度、位置の
いずれの影響も受けないが、不快度は誘目度の高い動揺領域
の影響が支配的で、その距離が離れるほど不快度が低くなるこ
とが明らかになった（2）。
これらの知見に基づいて、動揺領域の時空間周波数成分や
位置関係など、映像の物理的な特徴量から動揺認知量と不快
度を推定するアルゴリズムを改良し、一般映像を用いた検証実
験を実施してこのアルゴリズムによる推定値の妥当性を検証し
た。

〔参考文献〕
（1） M. Harasawa, Y. sawahata and K. Komine：“The factors 

affecting preferred physical size of high-resolutional moving 
images，” The Visual Science of Art Conference 2017, Berlin,  
Aug（2017）

（2） 蓼沼：“広視野動揺映像における動揺認知量と不快度，” 映情学技報，
Vol. 42, No. 4, pp. 93-98（2018）

図5-7　映像の大きさの好みに関する心理実験の結果
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6.1　次世代撮像技術

■3次元構造撮像デバイス
超多画素と高フレームレートを両立する次世代のイメージセ

ンサーの実現に向けて、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、受光部と信号処理回路をそれぞれ形成

した後に積層して作製し、受光部直下に画素ごとの信号処理回
路を集積した構造を備えている。この構造は、全画素並列に信
号処理を行えることから、画素単位でデジタル化した信号を出
力することが可能になり、画素数が増えても高いフレームレー
トで信号を読み出すことができる（図6-1）。

8Kスーパーハイビジョン（SHV）や将来の立体テレビなどの放送サービスを支える次世代の撮像・記録・表示技
術に関わるデバイスや材料の研究開発を進めた。
撮像技術の研究では、超多画素と高フレームレートを両立できる3次元構造撮像デバイス、8Kカメラの高感度化
に向けた増倍膜積層型固体撮像デバイス、超小型で高画質な単板式8Kカメラを実現するための有機光電変換膜の
開発をそれぞれ進めた。3次元構造撮像デバイスでは、画素サイズ約50µm、画素数320×240のデバイスを試作し、
画素並列信号処理が可能であるという特長を生かすことにより、広いダイナミックレンジ特性が実現できることを
実証した。増倍膜積層型固体撮像デバイスでは、増倍膜を構成する結晶セレンの結晶性向上により、暗電流を低
減するとともに、積層した増倍膜から信号を読み出すための8K CMOS回路の試作を進めた。また、有機光電変換
膜では、新規材料の適用などによる量子効率の改善に取り組み、青色用および赤色用光透過型セルの高効率化を
実現した。
記録技術の研究では、SHV映像の記録に必要な超大容量と高転送速度の実現に向けたホログラム記録技術と、
磁性細線中の微小磁区移動を利用した可動部のない記録デバイスの研究を進めた。ホログラム記録では、高速大
容量を実現する多値記録技術の開発を進めた。その要素技術として、機械学習に基づく再生データの復号技術と、
誤り訂正符号技術の開発を進めるとともに、多値数4に適した変調方式として、振幅変調による多値記録再生技術
を開発した。微小磁区記録デバイスでは、駆動速度の高速化に向けた磁性細線材料の探索やシミュレーションに
よる磁区形成・駆動の解析、記録再生評価系の広帯域化などを進め、高速駆動の妨げとなる磁化を低減するコバ
ルト（Co）／テルビウム（Tb）多層膜人工格子構造と白金（Pt）に起因するスピンホール効果により、従来の10倍以
上となる15m/s以上での磁区駆動を確認した。
表示技術の研究では、家庭用の大画面SHVディスプレーの実現に向けた、有機ELデバイス（有機材料を用いた発
光ダイオードであるため、Organic Light-Emitting Diode（OLED）と称される）の長寿命化・高色純度化技術、ディ
スプレーの高画質・低消費電力駆動技術、ならびに将来の超大画面フレキシブルディスプレー実現に向けた塗布
型デバイスの要素技術の開発を進めた。長寿命化技術では、輝度半減寿命が1万時間以上の実用的な逆構造OLED
を低温プロセスで実現するとともに、長寿命化に適した発光層ホスト材料の探索を進めた。また、材料の化学構
造に着目してデバイスを改良することにより、色純度の高い緑色OLEDを実現した。高画質・低消費電力化技術で
は、酸化物TFTの短チャネル化技術の開発を進めるとともに、HDR映像表示時の駆動電力・表示輝度の制御手法
を提案し、シミュレーションによる省電力化の検証を進めた。塗布型デバイスでは、光反応を使った酸化物半導
体のパターニング製法や硫化亜鉛―硫化銀インジウム固溶体による高効率な量子ドット電界発光素子を開発した。

6　次世代放送用デバイス・材料
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図6-1　3次元構造撮像デバイス
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6　次世代放送用デバイス・材料

2016年度までに、画素並列動作と画素内への集積を可能と
した雑音低減回路を考案するとともに、受光部と信号処理回路
を接続する埋め込み電極の微細化技術、信頼性の高い積層プ
ロセスなどの要素技術を開発した。
2017年度は、画素をアレー化し、320×240画素、画素サ

イズ約50µmの撮像デバイスを試作した。デバイスの設計にあ
たっては、画素内や信号読み出し経路に電流増幅バッファを配
置することで、画素から安定してデジタル値を出力できる回路
構成とした。製作プロセスでは、2016年度に開発した要素技
術により直径5µmの埋め込み電極を1µm以下の位置合わせ精
度で接続することに成功した。試作した撮像デバイスは、画素
並列信号処理の特長を生かし、96dBの広いダイナミックレン
ジで16bitの出力を実現した（1）（図6-2）。
この研究は、東京大学と共同で実施した。

■増倍膜積層型8K固体撮像デバイス
8Kなどの次世代放送サービスでは、カメラの高解像度化、

ハイフレームレート化により、撮像デバイスの1画素当たりに

入射する光量の低下が課題になる。この課題の抜本的な解決
に向けて、低電圧で電荷増倍作用が得られる光電変換膜（増倍
膜）をCMOS回路上に積層した固体撮像デバイス（図6-3）の開
発を進めている。2017年度は、増倍膜を構成する結晶セレン
膜の暗電流低減に取り組むとともに、増倍膜を積層するための
8K CMOS回路の試作を進めた。
結晶セレン膜で発生する暗電流は、セレンの結晶性と密接な

関係があると考えられることから、X線回折法による結晶性の
評価を行った。その結果、膜はがれ防止のために挿入している
テルル層の結晶状態が、セレンの結晶性の良否に影響を与えて
いることが明らかになった。そこでテルル層の結晶状態を改善
する新たな成膜法を開発することにより、印加電圧の上昇に伴
う暗電流の増加を抑制した（図6-4）（2）。
増倍膜を積層するためのCMOS回路では、過度の電界集中

による膜欠陥の発生等を防ぐために、画素電極とその周囲との
段差をできるだけ小さくする必要がある。試作した8K CMOS
回路では、最大で約900nmの表面段差が生じていたため、画
素電極の周囲に絶縁膜を形成し、研磨による平坦化処理を施
した。その結果、積層面の表面段差を5nm以下に低減できるこ
とを確認した。

■高S/N単板カメラ用有機光電変換膜
小型・軽量で機動性に優れた超小型単板カラーカメラの実

現に向けて、有機撮像デバイスの研究を進めている。本デバイ
スは光の3原色（赤、緑、青）それぞれにのみ感度を持つ3種類
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図6-2　試作したデバイスの入出力特性
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図6-3　増倍膜積層型固体撮像デバイスの構造
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6.2　次世代記録技術

■多値記録ホログラムメモリー
8K映像の長期保存には、超大容量・高転送速度のアーカイブ
用記録システムの実現が求められている。この要求に応える記
録技術として、ホログラムメモリーの研究開発を進めている。
2017年度は、多値記録を実現するための要素技術として、機械
学習に基づく再生データの復号技術と、誤り訂正符号技術の開
発を進めるとともに、多値数4に適した変調方式として、振幅変
調による多値記録再生技術の開発に取り組んだ。
ホログラムメモリーでは、暗点と明点からなるシンボル画素

を2次元に配列したページデータを、レーザー光により記録再生
する。ページデータが一種の画像であることに着目し、畳み込
みニューラルネットワークによる復号技術を開発した（図6-6）。
変調方式の規則とともにレンズ収差などの光学系の誤り要因を
事前に機械学習させることで、再生データのビット誤りを低減
する（1）。これにより、従来の2値変調方式のデータを閾値で判定
した場合に対して、60％のビット誤りの低減を確認した。
多値数4の誤り訂正符号では、2値の場合と比べ高い訂正能力

が必要となることから、多値ホログラムメモリーに特化した空
間結合LDPC（低密度検査行列）符号を開発した（2）。本符号の性
能をシミュレーションにより検証し、訂正前のページデータの
ビット誤り率が1.3×10－2以下であれば誤り訂正可能であること
を確認した。

多値数4のページデータを作成する技術として、9シンボルの
うち3シンボルに3種の輝度レベルの明点を割り当てる10：9変
調符号を開発した。3シンボルのいずれかに基準輝点を設ける本
方式では、媒体への記録再生時に生じる輝度むらに対して高い
耐性を有する特徴がある。この方式を用いてホログラムメモリー
光学系により記録再生したところ、空間結合LDPC符号により
訂正可能なビット誤り率で再生できることを確認した。

■微小磁区高速記録デバイス
可動部がなく高い信頼性が期待できる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高速移動特性を利
用した記録デバイスの開発を進めている。2017年度は記録した
磁区をさらに高速駆動する要素技術の開発を進めた。
2016年度までに、磁区の高速駆動が可能なデバイスとして、

コバルト（Co）／パラジウム（Pd）多層膜の中間にルテニウム
（Ru）極薄層を挿入して高速駆動の妨げとなる磁化を低減する人
工格子構造を採用し、磁区の駆動速度1m/sを実現した。2017
年度は、さらなる高速化に向けた新たな材料として、コバルト
／テルビウム（Tb）多層膜の作製・評価に着手した（3）。テルビウ
ムは、コバルトと逆方向に弱く磁化される性質があり、これら
を積層化した多層膜では正味の磁化がコバルトとテルビウムの
磁化の差となり、磁化のさらなる低減が可能となる。さらにこ

の有機光電変換膜（有機膜）を積層したものである。有機撮像
デバイスでは、積層した有機膜の下層へ入射光を透過させるた
め、それぞれの有機膜を挟みこむ電極を透明にする必要があ
る。これまでに、各色の有機膜の性能向上に取り組み、緑色用
有機膜を透明電極で挟みこんだセル（光透過セル）で80％の量
子効率が得られている。2017年度は、青色および赤色用光透
過セルの高効率化を進めた。
青色用光透過セルでは、光電変換材料として耐久性に優れ

た正孔輸送性の新規材料を選択するとともに、光吸収により生
成される電子―正孔対の分離を促進する目的で、電子輸送性
のフラーレンC60を5％添加した。また、有機膜の上に透明電

極を形成する手法には、有機膜へのダメージを抑制できる電子
ビーム蒸着法を適用した。試作した光透過セルでは、約6Vの
印加電圧において最大77％の量子効率を得た（図6-5）（3）。青
色用光透過セルの研究は日本化薬（株）と共同で実施した。
また、赤色用セルについても材料の見直しを進め、光電変換
材料として電子と正孔の両方の輸送性を持つサブナフタロシア
ニンを用いた光透過セルにおいて、約11Vの印加電圧時に赤色
領域で最大80％の量子効率が得られた（図6-5）（4）。2016年度
までに開発した緑色用と併せ、光の3原色全てにおいて光透過
セルの高効率化を実現した。

〔参考文献〕
（1） M. Goto, Y. Honda, T. Watabe, K. Hagiwara, M. Nanba, Y. 

Iguchi, T. Saraya, M. Kobayashi, E. Higurashi, H. Toshiyoshi 
and T. Hiramoto：“Fabrication of Three-Dimensional Integrated 
CMOS Image Sensors with Quarter VGA Resolution by Pixel-
Wise Direct Bonding Technology，” 30th International 
Microprocesses and Nanotechnology Conference（MNC 2017），
9A-9-2（2017）

（2） S. Imura, K. Mineo, K. Miyakawa, H. Ohtake and M. Kubota：
“High-effi  ciency and low dark current crystalline selenium-based 
heterojunction photodiode with a high-quality tellurium 
nucleation layer，” Proc. of the IEEE Sensors 2017, B3L-C, 
pp.1140-1142（2017）

（3） 高木，堀，堺，清水，大竹，相原：“透明電極で挟んだ青色用有機
光導電膜の特性改善，” 映情学冬大，22C-2（2017）

（4） 高木，堀，堺，清水，大竹，相原：“赤色に感度を持つ高効率な光
透過型有機光導電セルの製作，” 第65回応物春季予稿集，20p-
A204-6（2018）

400 500 600 700 800
0

20

40

60

80

100

波長（nm）

青色用 赤色用

量
子
効
率（
％
）

図6-5　青色および赤色用光透過セルの量子効率
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6.3　次世代表示技術

■フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化・
高色純度化
フレキシブル有機ELディスプレーの実現に向けては、有機EL

デバイス（Organic Light-Emitting Diode：OLED）の電子注入層
に用いられるアルカリ金属等の活性な材料が水分や酸素に弱く、
プラスチックフィルムなどのフレキシブル基板を使用する際の
寿命が最大の課題となっている。そこで当所では、アルカリ金

のコバルト／テルビウム多層膜に白金（Pt）薄膜を積層した磁性
細線構造において、白金に起因するスピンホール効果を利用（図
6-7（a））することにより、磁区駆動速度を大幅に向上できるこ
とを見いだした。特にPt（3nm）／［Co（0.3nm）/Tb（0.6nm）］5
周期の構造の磁性細線において、昨年の10倍以上となる15m/s
を達成した。
あわせて、微小磁区の高速駆動に向けた要素技術として、磁
性細線中の磁区を形成・検出するために使用する磁気ヘッドの
信号処理系の広帯域化を進めた。磁区を高速駆動する場合、こ
れまでの直流アンプではその磁化方向変化を追従検出すること
が困難であった。そこで新たにハードディスク用ヘッドプリア
ンプを磁気ヘッドの入出力部に直列接続し、記録時の電流磁界
の精密制御と、約1.6GHzまでの高周波信号を低ノイズで捉える
性能とを兼ね備えた記録・再生評価部を試作した。また、磁気
光学カー効果顕微鏡を用いて駆動中の磁区移動の様子をリアル
タイムに検出できる評価装置を開発し、駆動磁区の形状評価を
可能にするとともに（図6-7（b））、駆動速度の評価を進めた。
磁性細線中の磁区駆動のさらなる高速化に向け、磁性体中の
磁化の動的過程を表すLLG（Landau-Lifshitz-Gilbert）方程式を
用いたシミュレーションにより磁界印加による磁区駆動アシス
ト効果を調査した。その結果、パルス電流印加と同時に磁性細

線の面内方向の成分のみを持つ局所静磁界を磁壁近傍へ印加す
ることで、従来のパルス電流のみの駆動方法に比べて、約2倍
の速度で駆動できることを明らかにした（4）。

〔参考文献〕
（1） Y. Katano, T. Muroi, N. Kinoshita and N. Ishii：“Image 

Recognition Demodulation Using Convolutional Neural Network 
for Holographic Data Storage，” Tech. Dig. ISOM’17, Tu-G-04, 
pp.35-36（2017）

（2） N. Ishii, Y. Katano, T. Muroi and N. Kinoshita：“Spatially 
coupled low-density parity-check error correction for 
holographic data storage，” Jpn. J. Appl. Phys., 56，pp.09NA03-
1-09NA03-4（2017）

（3） M. Okuda, M. Kawana, Y. Miyamoto and N. Ishii：“Precise 
Control of Current Driven Domain Wall Motion by Diphasic 
Current Pulses，” MMM 2017, EC-08, pp.449-450（2017）

（4） M. Kawana, M. Okuda, Y. Miyamoto and N. Ishii：“Estimation 
on current-driven domain wall motion in magnetic nanowire by 
use of magnetic fi eld assist，” TMRC 2017, DP-11, pp.175-176
（2017）

… …
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属等を使わず、酸素・水分に強いOLED（逆構造OLED）の開発
に取り組んでいる。2017年度は、フレキシブルOLEDの長寿命
化を目指し、逆構造OLEDの低温作製技術の開発を進めた。こ
れまでの逆構造OLEDでは、電子注入層として400℃の高温熱
処理が必要な酸化亜鉛を用いており、耐熱性が十分でない汎用
のプラスチック基板への適用が困難であった。今回、電子注入
層に120℃で低温形成可能なスズ化合物を混合した酸化亜鉛ナ
ノ粒子を用いることで、輝度半減寿命が1万時間以上の実用的な
逆構造OLEDを実現し、フィルム基板へ適用できる見通しを得
た（1）。
OLEDの発光層として、リン光材料を用いることで高い発光
効率が得られることは知られていたが、一方で長寿命化のため
の材料設計指針は系統的に理解されていなかった。今回、発光
に寄与する電荷輸送の担い手である発光層ホスト材料に、類似
の分子構造を持つ熱活性化遅延蛍光材料を使い、その寿命特性
を比較・解析することにより、長寿命化に適したホスト材料の
設計指針を探索した。その結果、分子サイズの小さい熱活性化
遅延蛍光材料を用いることで、長寿命なデバイスを実現できる
ことが分かった（2）。
また、有機ELディスプレーでスーパーハイビジョンの広い色
再現範囲を実現するためには、省電力で高色純度な緑色OLED
の開発が求められる。今回、発光材料として網目状に広がった
剛直な分子構造を持つ白金錯体を用い、上部電極から光を取り
出すトップエミッション構造を採用することで、色純度をx-y色
度座標（0.18, 0.74）まで改善した緑色OLEDを実現した（3）（図
6-8）。

■有機ELディスプレーの高画質・低消費電力駆
動技術
シート型ディスプレーの高画質・低消費電力化を目指して、
高移動度酸化物TFTの性能向上や駆動・信号処理技術の研究開
発を進めている。2017年度は、酸化物TFTの短チャネル化技術
を開発した。TFT用の酸化物半導体にはIGTO（In-Ga-Sn-O）を

使用し、水素注入処理を施すことによりTFTのチャネルの一部
が導体化することを見いだした。この現象を利用することで
TFTの短チャネル化を実現した（4）。本手法によりチャネル長は
最小で1.4µmまで短縮できること確認した。この短チャネル化
技術の開発は、株式会社神戸製鋼所と共同で実施した。
有機ELディスプレーの画質向上を目指した信号処理技術とし

て、HDR表示時の駆動電力・表示輝度の制御手法を新たに検討
し、シミュレーションによる効果の検証を進めた。平均輝度が
高いHDR映像を有機ELディスプレーで表示する場合、従来技術
では、電力制限のために信号レベルに対して一律に輝度を抑制
するため、暗部の階調が劣化する課題があった。今回、暗部・
明部の階調表現を維持しながら駆動電力を抑制する手法を考案
し、評価画像で有効性を確認した（5）。

■大画面フレキシブルディスプレーを目指した塗
布型デバイス
将来の薄くて軽く、柔軟で丸めることができる大画面のフレ

キシブルディスプレー実現を目指して、パネル製造に大規模な
真空装置が不要な塗布型プロセスにより作製できる酸化物TFT、
および量子ドット（Quantum Dot：QD）を用いた電界発光素子
（QD-LED）の研究開発を進めている。
塗布型酸化物TFTでは、溶液プロセスの利点を生かし、より
簡便にTFTを作製する手法を開発した。従来、微細なTFTの作
製には、フォトリソグラフィーといった感光性有機材料を組み
合わせた複雑な手法が用いられてきた。今回、直接的な光反応
で酸化物半導体をパターン化する手法を開発し、作製プロセス
を簡略化することに成功した。作製したTFTは、従来の手法と
同等のデバイス性能を示した（6）。本成果は、安価な大画面ディ
スプレーの実現に有効な手法と考えられる。
QD-LEDは、数ナノ～十数ナノメートル程度の半導体微粒子

を用いた発光デバイスであり、粒子サイズの制御により発光ス
ペクトルの波長や半値幅を制御できる特徴を有する。2017年度
は、低毒性量子ドット材料である硫化亜鉛―硫化銀インジウム

白金錯体＋トップエミッション構造

白金錯体＋従来構造
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図6-8　開発した有機ELデバイスの色度図とスペクトル図
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固溶体（ZAIS）を用いたQD-LEDの試作に取り組んだ。ZAIS量
子ドットは、粒径に加え元素組成比を制御することで発光波長
を変化させることができる。赤色発光のZAIS量子ドットを用い
たQD-LEDでは，発光開始電圧2.4Vで外部量子効率1.9％を実
現した（7）。ZAISを用いたQD-LEDの研究は、名古屋大学、大阪
大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1） T. Sasaki, H. Fukagawa, T. Shimizu, Y. Fujisaki and T. 

Yamamoto：“Improved operational stability of inverted organic 
light-emitting diodes using Sn-doped zinc oxide nanoparticles 
as an electron injection layer,” Proceedings of the EuroDisplay 
2017.

（2） H. Fukagawa, T. Shimizu, Y. Iwasaki and T. Yamamoto：
“Operational lifetimes of organic light-emitting diodes dminated 
by Forster resonance energy transfer,” Scientifi c Reports, DOI：
10.1038/s41598-017-02033-3（2017）

（3） T. Oono, Y. Iwasaki, T. Hatakeyama, T. Shimizu and H. 
Fukagawa：“Demonstration of Effi  cient Green OLEDs with High 
Color Purity,” SID Digest, pp.853-856（2017）

（4） M. Nakata, M. Ochi, H. Tsuji, T. Takei, M. Miyakawa, Y. 
Fujisaki, H. Goto, T. Kugimiya and T. Yamamoto：“Fabrication 
of a Short-Channel Oxide TFT Utilizing the Resistance-
Reduction Phenomenon in In-Ga-Sn-O，” SID 2017 Digest, 
pp.1227-1230（2017）

（5） T. Yamamoto, T. Okada, T. Usui and Y. Fujisaki：“Picture Level 
Control Method for Super Large-Area Display，” IDW’17 VHF6-
1, pp.1028-1031（2017）

（6） M. Miyakawa, M. Nakata, H. Tsuji and Y. Fujisaki：“Direct 
Photoreactive Patterning Method for Fabricating Aqueous 
Solution-Processed IGZO TFTs，” IDW’17 AMD3-2, pp.336-339
（2017）

（7） 本村，都築，亀山，鳥本，上松，桑畑，山本：“ZnS-AgInS2を用い
た低毒性量子ドットEL素子の作製，” 映情学年次大，32C-1（2017）
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7.1　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、当所の研究成果を提供することで技術基準の策定に貢献し
た。
国際電気通信連合無線通信部門ITU-RのSG4（Study Group 

4）（衛星業務）では、4K・8K衛星放送の伝送容量拡大に向け
て左旋円偏波の衛星出力を増力できるよう、電波強度の規定を
変更する提案を行い、WRC-19（2019年世界無線通信会議）の
議題とすることになった。SG5（地上業務）では、4K・8Kの番
組素材伝送用の42GHz帯FPU（Field Pickup Unit：番組素材無
線伝送装置）の仕様を勧告やレポートに反映した。SG6（放送
業務）では、ハイダイナミックレンジテレビ（HDR-TV: High 
Dynamic Range Television）番組制作の運用基準やテスト信
号、8K表示の高精細VR、音響メタデータの伝送方法、放送と
通信の統合プラットフォーム、セカンドスクリーンを活用する
放送通信連携システム、地上波による8K伝送実験などを寄与
し、勧告やレポートに反映された。
国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）の合同委員

会の作業グループであるMPEG（Moving Picture Experts 
Group）では、4K・8K衛星放送の映像符号化方式であるHEVC
（High Effi  ciency Video Coding）方式をハイダイナミックレン

ジ映像に適用する場合の符号化制御を解析し、次世代映像符
号化の標準化における共通評価条件に反映された。メディアト
ラ ン ス ポ ー ト 方 式 に つ い て は、MMT（MPEG Media 
Transport）の実装ガイドラインの策定に寄与した。また、新た
な立体映像符号化に関する標準化に向けて、MPEG-I
（Immersive）Visualアドホックグループに参加し、インテグラ
ル立体像の要素画像群からデータを損なうことなく多視点画像
へ変換する方式を提案し、立体映像符号化技術の標準化に貢
献した。
SMPTE（Society of Motion Picture and Television 

Engineers）では、オブジェクトベース音響で使用するメタデー
タをデジタル音声信号伝送規格であるAES3に多重する方式を
提案し、標準規格案の作成に寄与した。
中国・成都で開催されたアジア・太平洋放送連合（ABU）の

技術委員会では、4K・8K放送や人にやさしい放送技術の研究
開発などNHKの取り組みを紹介するとともに、プロジェクトマ
ネジャーとして番組制作のためのメタデータ技術や次世代地上
放送技術、ハイブリッド放送とOTT技術などのトピックスの議
論に寄与した。また同地で開催された総会では、NHKの上田
会長がABU副会長（任期は2018年1月から3年間）に選出された。

8Kスーパーハイビジョンを中心に当所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。
国際電気通信連合ITUやアジア・太平洋放送連合ABU、総務省　情報通信審議会、（一社）電波産業会（ARIB）な
ど国内外の標準化活動に貢献した。また、ARIBのデジタル放送普及活動作業班（DiBEG）や新採用国対応タスク
フォースに出席するなど、日本の地上デジタル放送方式ISDB-Tの国際普及に寄与した。
2017年の技研公開は、「2020年へ、その先へ、広がる放送技術」をテーマとして実施した。スポーツ中継の興奮
を世界に伝えるための映像表現技術をはじめ、AIやビッグデータ解析などを駆使した番組制作支援技術「スマート
プロダクション」、インターネットを活用した放送サービス、立体テレビ技術、放送用デバイス技術など最新の成
果30項目、ポスター10項目、体験型4項目を展示し、開催期間中延べ20,194人の方々に来場いただいた。技研公
開以外に、国内外で計17件の外部展示を実施した。
その他、70件1,200名の方々に当所を視察・見学いただいた。この中には26件242名の海外からの来訪者が含ま
れている。
当所の研究成果は、8件の報道発表をはじめ、国内外の会議、学会誌などに計578件を発表した。研究成果の権
利化も進め、2017年度は、NHK全体で305件の特許出願を行い、277件の権利を取得した。NHKの特許保有件数
は、2017年度末で2,012件である。
外部との連携では、共同研究21件、受託研究3件を実施し、海外から滞在研究員1名、実習生17名を受け入れた。
また、研究員6名を海外に派遣した。
NHKの番組制作への協力として、スポーツ関連番組では、サッカー選手の試合中の顔の向きを推定して表示す
るシステムや、フェンシング競技における剣先の軌跡を表示する「ソードトレーサー」、ビーチバレー競技における
ボールの3次元位置を算出してCGで表示するシステムが活用された。そのほか、ドラマにおける8K2倍速スロー
モーションや、生放送番組における投稿映像からの要約映像自動生成などの技術が活用された。2017年度の番組
協力の総件数は23件である。なお、当所の研究成果の評価結果として、2017年度は前島密賞、高柳健次郎業績賞
など32件の表彰を受けた。

7　研究関連業務
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■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） 議長

■ABU（アジア・太平洋放送連合）
委員会名 役職
技術委員会 議長

■総務省　情報通信審議会
委員会名 役職
情報通信技術分科会
　　ITU部会 専門委員
　　　　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

■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
　デジタル放送システム開発部会 委員長
　　多重化作業班 主任
　　　ダウンロード方式TG リーダー
　　　データMMT伝送JTG リーダー
　　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
　　権利保護作業班 主任
　　デジタル受信機作業班 主任
　　　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
　　　衛星高度化実証実験TG リーダー
　　モバイルマルチメディア放送方式作業班 主任
　　地上デジタル放送伝送路符号化作業班 主任
　スタジオ設備開発部会
　　スタジオ音声作業班 主任
　　　次世代音声サービス検討WG リーダー
　　放送素材ファイルフォーマット検討作業班
　　　データコンテンツ交換方式JTG リーダー
　　音声品質評価法作業班 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
　　　マイクロ波帯UHDTV-FPU検討TG リーダー
普及戦略委員会
　デジタル放送国際普及部会
　　デジタル放送普及活動作業班（DiBEG）
　　　新採用国対応タスクフォース 主任
　　　日伯共同作業部会等対応次世代放送検討タスクフォース 主任

■TTC（情報通信技術委員会）
委員会名 役職
マルチメディア応用専門委員会
　IPTV-SWG リーダー

さらに、欧州放送連合（EBU）、米国のテレビ放送方式を策
定するATSC（Advanced Television Systems Committee）、オー
ディオ技術協会（AES）、次世代のモバイル通信規格を検討す
る3GPP（3rd Generation Partnership Project）、IP番組制作シ
ステムの接続制御方式の標準化を行うAMWA NMI（Advanced 
Media Workflow Association Networked Media Incubator）、

放送通信連携コンテンツの記述に用いられるHTML5などWeb
で用いられる技術標準を規定するW3C（World Wide Web 
Consortium）などの国際標準化機関・プロジェクト、（一社）電
波産業会（ARIB）、（一社）電子情報技術産業協会（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。

■海外の研究機関等との連携
EBUの技術委員会傘下のBTF（Broadcasting Technology 

Future Group） のRenderer、AR（Augmented Reality）、AI
（Artifi cial Intelligence）、5Gの各サブグループに参加し、BTF
メンバーで情報共有および意見交換を行った。
IPを利用した番組制作システムの研究に関連して、BBC R 

& Dが中心となって進めている機器の制御方式の標準化を行う
AMWA NMIの活動に、2016年に引き続き参加した。策定中の

仕様を実装した試作機について、各社が開発を進める機器の
仕様検証と相互接続を目的としたテストに加わり、正常に動作
することを確認した。
AMWAとEBUが連携して標準化を進めている、将来の柔軟

なコンテンツ制作基盤の仕組みであるFIMS（Framework for 
Interoperable Media Services）の標準化活動に参画し、自動メ
タデータ抽出に関する共通APIを規定したFIMS Ver. 1.3を公開
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した。これに基づき、当所のショット分割や顔検出、文字列検
出技術などをFIMS準拠のサービスとして実装し、IBC

（International Broadcasting Convention）2017などでデモを
行った。

■共同研究、研究相互協力、連携大学院
2017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21件の共同研究および35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。

■滞在研究員、実習生の受け入れ、研究者の海外派遣
関係各国との情報交換と相互の放送技術発展のため、イギリ

スBBCから1名の滞在研究員を受け入れた。また、ポストドク
ターに1件の研究委嘱を実施した。
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8校（早稲田大学、東京理科大学、電気通信大学、東海

大学、長岡技術科学大学、東京都市大学、東京電機大学、東京
農工大学）から17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、スペイン、ベルギー、

オーストラリアに研究員6名を派遣した。

■研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ
滞在研究員 2017/2/1～ 2017/10/6 8K映像に適した高効率符号化技術の研究
ポストドクター 2017/9/1～ ホログラム再生における高速・高精度位相検出技術の研究開発

■研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ
スペイン
ポンペウ・ファブラ大学 2016/11/7～ 2017/5/6 次世代映像符号化技術の研究

アメリカ
カリフォルニア大学 2017/3/1～ 2017/8/31 AR技術等を応用した新しい映像体験提供の研究

アメリカ
マサチューセッツ大学
ボストン校

2017/9/10～ 2018/3/10 人の立体認知特性に基づく空間情報モデリングに関する研究

ベルギー
IMECインターナショナル 2017/9/25～ 最先端半導体製造技術を用いた高画素密度、高機能イメージングセンサの研究

オーストラリア
メルボルン大学 2017/10/24～ 自然言語処理研究の最先端の調査・研究

アメリカ
MITメディアラボ 2018/1/21～ 8Kディスプレーを利用した複数人による協力型インタラクティブコンテンツの制作

■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。2017年度は総務省から委託された3件の研
究を実施した。
●次世代映像素材伝送の実現に向けた高効率周波数利用技

術に関する研究開発
●地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発
●地上テレビジョン放送の高度化方式に対応したSFN方式
による中継技術に関する研究開発

■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14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。
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7.2　研究成果の公開

■技研公開
2017年の技研公開は、「2020年へ、その先へ、広がる放送

技術」をテーマとして5月23日から6日間の日程で実施した。ス
ポーツ中継の興奮を世界に伝えるための映像表現技術をはじ
め、AIやビッグデータ解析などを駆使した番組制作支援技術
「スマートプロダクション」、インターネットを活用した放送
サービス、立体テレビ技術、放送用デバイス技術など最新の成

果30項目、ポスター10項目、体験型4項目を展示し、開催期
間中延べ20,194人の方々に来場いただいた。エントランスで
は、競技中のボールの軌跡やスピードなどを画面上にリアルタ
イムでCG合成する「スポーツグラフィックスシステム」を展示
し、スポーツ中継の未来像を体感いただいた。講堂では、放送
の未来に関する2件の基調講演と6件の研究発表、さらにはAI、
ネットと放送、フルスペック8Kスーパーハイビジョンに関す

■放送技術研究委員会委員 （敬称略）2018年3月
◎：委員長　○：副委員長

氏名 所属
◎相澤　清晴 東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授
　伊東　　匡 日本電信電話株式会社　情報ネットワーク総合研究所　所長
　河合　俊明 株式会社TBSテレビ　常務取締役　技師長
　小池　康博 慶應義塾大学　理工学部　教授
　小林　哲則 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
　坂中　靖志 総務省　情報流通行政局　放送技術課長
　鈴木　陽一 東北大学　電気通信研究所　教授
　高田　潤一 東京工業大学大学院　理工学研究科　教授
　高原　　淳 九州大学　先導物質化学研究所　教授
○富田二三彦 国立研究開発法人　情報通信研究機構　理事
　中島　康之 株式会社KDDI総合研究所　代表取締役所長
　中田　安優 株式会社フジテレビジョン　専務取締役
　松田　一朗 東京理科大学　理工学部　教授
　三木　幸信 国立研究開発法人　産業技術総合研究所　副理事長
　村田　正幸 大阪大学大学院　情報科学研究科　教授

■研究アドバイザー （敬称略）2018年3月
氏名 所属
安藤　　真 東京工業大学　理事・副学長
伊丹　　誠 東京理科大学　基礎工学部　教授
伊東　　晋 東京理科大学　理工学部　教授
伊福部　達 東京大学　名誉教授
今井　秀樹 東京大学　名誉教授
内田　龍男 東北大学　名誉教授
大賀　壽郎 芝浦工業大学　名誉教授
大槻　知明 慶應義塾大学　理工学部　教授
甲藤　二郎 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
川田　善正 静岡大学　工学部　教授
塩入　　諭 東北大学　電気通信研究所　教授
染谷　隆夫 東京大学大学院　工学系研究科　教授
髙畑　文雄 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
徳丸　克己 筑波大学　名誉教授
羽鳥　光俊 東京大学　名誉教授
浜本　隆之 東京理科大学　工学部　教授
原島　　博 東京大学　名誉教授
板東　武彦 新潟大学　名誉教授
平栗　健史 日本工業大学　工学部　教授
三好　正人 金沢大学　理工学域研究域　電子情報学系　教授

■客員研究員 （敬称略）2018年3月
氏名 所属
巖淵　　守 東京大学　先端科学技術研究センター　准教授
中田　時夫 東京理科大学　研究推進機構　総合研究院

太陽光発電技術研究部門　プロジェクト研究員
府川　和彦 東京工業大学　工学院　教授
藤井　俊彰 名古屋大学大学院　工学研究科　教授
渡辺　哲也 新潟大学　工学部　准教授

エントランスの様子
スポーツグラフィックスシステム
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■基調講演
タイトル 　講師
2020年、その先のテレビへの期待 岩浪　剛太 株式会社インフォシティ　代表取締役
VR, AR, UHD＋．．．television in 50 year’s time ‒ can we predict it today? David Wood EBU技術顧問

■研究発表
タイトル 　発表者
テレビ映像における顔認識技術 河合　吉彦 ネットサービス基盤研究部　上級研究員
番組制作システムのIP化へ向けた技術開発 小山　智史 伝送システム研究部
実用的なフルスペック8Kカメラの実現を目指して 中村　友洋 テレビ方式研究部
スポーツ番組を解説する「音声ガイド」生成技術 熊野　正 ヒューマンインターフェース研究部　主任研究員
空間認知特性に基づいた自然なインテグラル立体表示技術 澤畠　康仁 立体映像研究部
高色純度緑色有機ELデバイスの研究開発 深川　弘彦 新機能デバイス研究部

■シンポジウム
タイトル モデレーター パネリスト
AIで広がる公共放送の可能性 佐藤　庄衛

ヒューマンインターフェース
研究部　上級研究員

鳥澤　健太郎
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所　データ駆動知能システム研究センター長
梅田　仁
株式会社エム・データ　ライフログ総合研究所（Life Log Lab.）所長
石戸　奈々子
NPO法人CANVAS理事長／慶應義塾大学　准教授
中井　暁彦
制作局　第1制作センター　科学・環境番組部　ディレクター

ネット時代の視聴者が求める“テレビ”とは 倉又　俊夫
放送総局　デジタルコンテンツ
センター　副部長

吉川　昌孝
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ　メディア環境研究所　所長
安藤　聖泰
株式会社HAROiD　代表取締役社長
須賀　久彌
株式会社プレゼントキャスト　代表取締役社長
中川　俊夫
NHK放送技術研究所　ネットサービス基盤研究部　部長

フルスペック8Kスーパーハイビジョンの魅力を探る 西田　幸博
テレビ方式研究部　研究主幹

今井　豊
スカパー JSAT株式会社　サービス開発主幹
Andy Quested
BBC Standards Lead
落合　淳
メディア企画室　副部長

■研究展示
1 AIを活用したスマートプロダクション 11 テレビ映像における顔認識技術 21 中継制作の可能性を広げるスマートFPU
2 IoT連携で広がるテレビ×ネット×ライフ 12 スポーツ番組への手話CG自動付与 22 8KスーパーハイビジョンFPU

3 メディア統合プラットフォーム 13 リアルタイム競技データからの音声ガイドの自動
生成 23 次世代地上放送システム

4 三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシステ
ム 14 行動連携サービスとその基盤技術 24 並列型インテグラル立体ディスプレー

5 インタラクティブな視聴を実現するネットサービ
ス技術 15 テレビ視聴ロボット 25 インテグラル立体テレビの要素技術

6 スポーツ番組の音声ガイド 16 安全な放送通信連携サービスのためのプライバ
シー保護システム 26 高色純度有機ELデバイス

7 フレーム周波数120Hzに対応したシート型ディス
プレー 17 進化する8K撮影・記録技術 27 3次元構造撮像デバイス

8 フルスペック8K制作システム 18 22.2マルチチャンネル音響用デバイス 28 高速記録を目指す磁性細線メモリー

9 8Kレーザープロジェクター 19 HDR/SDR一体化制作カメラと色再現 29 実空間センシングによるスポーツ中継向け新映像
表現技術

10 番組制作のための音声認識 20 IPネットワークを利用した番組制作システム 30 ウルトラ指向性マイクロホン

る3件のシンポジウムを実施した。
公開実施日程
　5月23日（火）オープニングセレモニー
　5月24日（水）招待内覧会
　5月25日（木）～28日（日）一般公開
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■国内展示
全国各地のNHKが主催するイベントや各種展示会などで、

年間を通じて当所が研究開発した最新の放送技術を紹介した。
一般の方々にも研究成果を理解していただくため、技術を体験

できる展示も実施した。また、2018年の4K8K放送の開始に
向けた周知のため、さまざまな場でSHV衛星試験放送を受信
公開し、臨場感あるコンテンツをご覧いただいた。

■国内展示35件
イベント名（主なもの） 日程 展示項目
ひろしまフラワーフェスティバル（広島放送局） 5/3～5 CGキャラクター操作体験、特撮映像ライブラリーほか
映像情報メディア学会年次大会 8/30～9/1 SHV試験放送受信公開
CEATEC JAPAN 2017 10/3～6 Hybridcast Connect X
日本賞2017 10/15～18 手話CG生成技術、りかまっぷ
NHKサイエンススタジアム2017 10/21～22 MMT配信技術、インテグラル立体技術
Nスポ！2017 10/28～29 3次元被写体追跡技術
大阪放送局　会館公開「BKワンダーランド」 11/3～4 超高速度カメラ
瀬戸市デジタルまつり2017 11/5 テレビ視聴ロボット
Inter BEE 2017 11/15～17 8Kスローモーションシステム、Hybridcast Connect X ほか
4K8Kスーパーハイビジョンパーク 12/1～3 シート型有機ELディスプレー

■海外展示
4月 に 世 界 最 大 の 放 送 機 器 展 で あ るNAB（National 

Association of Broadcasters）Show 2017において、8Kシア
ター、8Kリビング、8Kコーデック／FPU、リアルタイムMTF
測定器など最新の8K技術を展示し、2016年8月に試験放送が
開始されたスーパーハイビジョンが、その後も実用化に向けて
着実に開発が進んでいることをアピールした。また、
Augmented TVや音声ガイドなど、8K以外の研究成果も展示
した。期間中、NAB Showには世界各国から約10万3,000人が

来場した。
9月には欧州最大の放送機器展IBC2017にて8Kリビングを

展示し、「8Kのある生活」を来場者に体感いただいたほか、フ
レキシブルOLEDの要素技術や8K 120Hz制作機器、8K TICO
コーデック、8K3板カメラ、スポーツグラフィックスシステム、
Hybridcast Connect Xを展示し、多くの方にご覧いただいた。
IBCには約5万8,000人が来場した。

■体感展示
T1 インテグラル立体の飛び出す絵本

T3
ラインアレースピーカーによる3次元音響再生

T4
視点を切り替えて楽しもう！MMT配信技術によ
る新たな視聴体験T2 バーチャルリアリティーを体験してみよう

■海外展示2件
イベント名 日程 展示項目
NAB Show 2017（アメリカ・ラスベガス） 4/24～ 4/27 8Kシアター、8Kリビング、8Kコーデック／FPU、MTF測定器、

Augmented TV、音声ガイド
IBC2017（オランダ・アムステルダム） 9/15～ 9/19 8Kリビング、フレキシブルOLED、120Hz制作機器、TICOコーデッ

ク、3板カメラ、スポーツグラフィックスシステム、Hybridcast 
Connect X

■学会などへの発表
（一社）映像情報メディア学会、（一社）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、Optical Express、AIP Advances、Journal of 
the Society for Information Displayなどの海外学会誌に論文が
採録された。

国内学会誌 56件
海外学会誌 18件
国内学会・研究会など 232件
海外学会・国際会議など 160件
一般雑誌などへの寄稿 55件
部外への講師派遣 55件
合計 576件

■ポスター展示
P1 好ましい音声ガイドの要件 P5 電子ホログラフィー用狭画素ピッチ空間光変調器 P9 光電変換膜を積層した固体撮像デバイス

P2 8Kスーパーハイビジョンの撮影を支える技術 P6 光フェーズドアレー P10 有機撮像デバイスの高画質化に向けた要素技術開
発

P3 次世代地上放送システムのための音声符号化方式 P7 環境に配慮した量子ドットEL素子

P4 大画面での視聴が好まれるコンテンツの特徴 P8 シート型ディスプレーに向けた高速駆動薄膜トラ
ンジスター
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■視察、見学、取材への対応
8Kスーパーハイビジョンやインテグラル立体テレビ、スマー

トプロダクションなど研究開発成果の普及促進のため、放送関
係者、映画・音楽関係者、学術機関関係者など、幅広い分野
の方々の見学対応を行った。また、IBCなどの国際展示会を主
催する要人、世界各国の放送事業者、JICA研修受講生など、

海外から多くの放送関係者が当所を訪れた。

■報道発表
当所の研究成果を中心に、8件の報道発表を行った。

視察、見学 70件（うち、海外26件）
1,200人（うち、海外242人）

取材 10件

年月日 発表内容
2017.4.6 「技研公開2017」の開催について

5.23 色純度が高い緑色有機ELデバイスの開発に成功
5.23 三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシステムを開発
5.23 多視点ロボットカメラによるインテグラル立体撮影技術を開発

年月日 発表内容
5.23 8Kディスプレーを用いたVRシステムを開発
11.8 『Inter BEE 2017』への初出展について

2018.1.24 「第47回　番組技術展」、「第72回　技研公開」の日程を決定
2018.3.30 最新の8Kコンテンツ・制作機材をNAB SHOW 2018に出展

■機関誌
当所の研究活動と研究成果を国内外に周知する、以下の機

関誌などを発行した。
NHK技研R&Dは、「映像解析技術とメタデータ」、「スーパー

ハイビジョン用無線素材伝送技術」、「立体表示デバイス」など
を特集した。
海外向けのBroadcast Technologyでは、「スマートプロダク

ション技術」、「インターネット活用技術」、「フルスペック8K
スーパーハイビジョンに向けた制作機器の開発」など、最新の
研究内容や動向を紹介した。

■国内向け刊行物
技研だより（和文、月刊） No. 145～No. 156
NHK技研R&D（和文、隔月刊） No. 163～No. 168

研究年報（和文、年刊） 2016年度版
■海外向け刊行物
Broadcast Technology（英文、季刊） No. 68 ～No. 71
ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2016年度版

NHK技研R&D Broadcast Technology技研だより

■ホームページ
当所の概要、研究内容、技研公開などのイベント情報、報

道発表資料、機関誌などを一般公開ホームページで紹介した。
また、スマートフォンやタブレットでも見やすいページデザイ
ンに努めた。さらに、ホームページをより活用していただくた
め、一般の方、研究者・技術者の方それぞれに向けた案内ペー
ジ（ユーザー別インデックス）を作成し、希望の情報にアクセ
スしやすくした。

ユーザー別インデックスのページ
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7.3　研究成果の活用

■番組協力
研究開発成果は、さまざまな番組で利用されている。スポー

ツ関連番組では、サッカー選手の試合中の顔の向きを推定して
表示するシステムや、フェンシング競技における剣先の軌跡を
表示する「ソードトレーサー」、ビーチバレー競技におけるボー
ルの3次元位置を算出してCGで表示するシステムが活用され

た。そのほか、ドラマにおける8K2倍速スローモーションや、
生放送番組における投稿映像からの要約映像自動生成などの
技術が活用された。2017年に実施した番組協力は23件であっ
た。

■特許
UHDTV衛星デジタル放送規格の新たなパテントプール＊の

設立（2017年7月開始）に参画するとともに、2Kデジタル放送
や高効率映像符号化規格のパテントプールを通じて、NHK保
有特許の利用促進を図り、放送サービスの円滑な普及に寄与し
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した。技術移転可能なNHK保有技

術をまとめた「技術カタログ」を充実させるとともに、「技研公
開2017」、「CEATEC JAPAN 2017」、「テクニカルショウヨコ
ハマ2018」、さらには地方自治体等と連携したイベントにおい
て、NHK保有技術を利用する仕組みを積極的にPRした。
＊ 多数の標準規格必須特許を合理的な条件で一括ライセンスする仕組み。

■受賞、学位取得
2017年度は、前島密賞、高柳健次郎業績賞など32件受賞し

た。2017年度は、新たに2人が学位を取得した。2017年度末
の学位保有者は、87人となった。

■特許などの出願状況
区分 新規出願数 年度末件数

国内出願 　特許 303 1,148
　実用新案 0 0
　意匠 0 0

海外出願 2 87
合計 305 1,235

■特許権などの実施許諾状況 （NHK総数）
区分 新規許諾数 年度末件数

契約件数 18 289
許諾権利数 33 473
　　（内訳）特許権 21 243
　　　　　ノウハウ 12 230

■技術協力 （NHK総数）
　　　　　　　　区分 件数
技術協力 12

受託研究 3

■特許権などの保有状況
区分 新規取得数 年度末保有数

国内 特許 265 1,873
実用新案 0 0
意匠 0 0

海外 12 139
合計 277 2,012

受賞者 賞の名称 授賞者 業績名、受賞事由 受賞・表彰日
青木秀一　河村侑輝　大槻一博 前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 MMT技術を用いた放送システムの開発および標準化 2017/4/11

後藤正英　萩原啓　本田悠葵
難波正和　井口義則
更屋拓哉（東京大学）
小林正治（東京大学）
日暮栄治（東京大学）
年吉洋（東京大学）

International Conference on Electronics 
Packaging（ICEP）2016 Outstanding 
Technical Paper Award

一般社団法人 エレクトロニクス実装
学会

ICEP 2016での発表「Three-Dimensional Integration 
Technology of Separate SOI Layers for 
Photodetectors and Signal Processors of CMOS 
Image Sensors」に対して

2017/4/19

西田幸博　正岡顕一郎　江本正喜
大村耕平（札幌放送局）
菅原正幸（日本電気（株））

文部科学大臣表彰　科学技術省
開発部門 文部科学省 超高精細度テレビジョン方式の開発 2017/4/19

町田賢司　船橋信彦　金城秀和 市村学術賞　功績賞 公益財団法人　新技術開発財団 立体テレビ応用に向けた電子ホログラフィ用空間光変
調器 2017/4/26
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梶山岳士　菊地幸大　小倉渓　
宮下英一
鉄地川原護（東京エレクトロンデバイス
株式会社）
渡瀬宏（東京エレクトロンデバイス株式
会社）
長井洋介（東京エレクトロンデバイス株
式会社）
松本徳文（東京エレクトロンデバイス株
式会社）

映像情報メディア未来賞
次世代テレビ技術賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 フルスペック8Kスーパーハイビジョン圧縮記録装置の

開発 2017/4/26

鈴木陽一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
ITU-R SG4 WP4B会合において、超高精細度テレビ
ジョン衛星放送の伝送システムの新勧告および関連す
る新報告などの策定に対して

2017/5/17

成清善一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
4K・8K地上放送の取り組みを共有するITU-Rレポート
（BT. 2343）の改定提案や、リオデジャネイロでの8K地
上伝送実験結果の入力などのITU標準化活動に対して

2017/5/17

袴田佳孝 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会 4K・8Kケーブルテレビ伝送方式の国際標準化 2017/5/17

日下部裕一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
非圧縮シリアルデジタルインターフェース規格（勧告
BT. 2077）や日英が共同開発したHLG方式を含むHDR-
TVの映像パラメータ規格（勧告BT. 2100）の標準化

2017/5/17

青木秀一 標準化貢献賞 一般社団法人　情報処理学会
情報規格調査会

MPEG SYSTEMS小委員会幹事としてのマルチメディ
ア伝送技術の国際標準化 2017/5/23

黒田徹 丹羽高柳賞　功績賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 FM多重放送方式および地上デジタル放送方式の開発・
実用化 2017/5/26

西田幸博 丹羽高柳賞　業績賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 広色域・高ダイナミックレンジ超高精細度映像方式の
研究開発と標準化 2017/5/26

中村友洋　山崎貴弘　船津良平　
島本洋

映像情報メディア未来賞
フロンティア賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 1億3300万画素撮像素子およびフル解像度単板カメラ

システムの開発 2017/5/26

三ッ峰秀樹
加藤大一郎（NHKエンジニアリングシス
テム）
武藤一利（NHKエンジニアリングシステ
ム）

技術振興賞　進歩開発賞
（研究開発部門） 一般社団法人　映像情報メディア学会 ハイブリッドセンサーを用いたハンディカメラによる

バーチャルスタジオの開発および実用化 2017/5/26

小泉雄貴　田中祥次　斎藤恭一　
小島政明　鈴木陽一 衛星通信研究賞 一般社団法人　電子情報通信学会 2017年2月の衛星通信研究会で報告した「64APSK信

号点設計に関する検討」に対して 2017/6/8

濱住啓之　伊藤史人
阿部健彦（株式会社テレビ朝日）
田中敏夫（株式会社タムラ製作所）
川島雅裕（株式会社TBSテレビ）

技術賞　奨励賞 一般社団法人　特定ラジオマイク運用
調整機構 OFDM方式デジタルラジオマイクの開発と実用化 2017/6/9

東真希子　内田翼　宮﨑太郎　
梅田修一　加藤直人　住吉英樹　
山内結子　金子浩之　
比留間伸行（NHKエンジニアリングシス
テム）
井上誠喜（NHKメディアテクノロジー）

放送文化基金賞 公益財団法人　放送文化基金 気象情報の手話CG生成システムの開発 2017/7/4

加納正規 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 2016年年次大会「様々なカメラ配置に対応可能な可動
式多視点カメラの校正手法」の講演に対して 2017/8/31

中村友洋 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会
2016年の年次大会「フル解像度8K単板カメラシステム
の開発」、冬季大会「1億3300万画素（60Hz）CMOS撮
像素子による8K 120Hz撮像実験」の講演に対して

2017/8/31

小川一人 Contribution Award 一般社団法人　電子情報通信学会
一般社団法人　情報処理学会 国際学会IWSEC実行委員長としての貢献 2017/9/1

山本敏裕 東京都功労者表彰 東京都 高精細薄型テレビの研究開発 2017/10/2

片野祐太郎　室井哲彦　木下延博　
石井紀彦 The Program Chair Award International Symposium on Imaging, 

Sensing, and Optical Memory 2017
Image Recognition Demodulation Using 
Convolutional Neural Network for Holographic Data 
Storage

2017/10/25

小島政明　田中祥次　筋誡久　
鈴木陽一　小泉雄貴 JC-SAT2017 BEST PAPER AWARD 一般社団法人　電子情報通信学会 JC-SAT2017における研究発表「衛星中継器非線形特

性の推定技術」に対して 2017/10/27

田中祥次　中澤進　
正源和義（放送衛星システム）
亀井雅（海外通信・放送コンサルティン
グ協力）

ABU Technical Review Prize for 2017 
Best Article Award ABU Broadcasting Satellite Services in Terms of Increase 

Rate of Outage Time Caused by Rain Attenuation 2017/10/30

東真希子　内田翼　宮﨑太郎　
梅田修一　加藤直人　住吉英樹　
山内結子　金子浩之
比留間伸行（NHKエンジニアリングシス
テム）
井上誠喜（NHKメディアテクノロジー）

日本映画テレビ技術協会　技術開発賞 一般社団法人　日本映画テレビ技術協
会

気象情報の手話CGアニメーション自動生成システムの
開発 2017/11/1

船津良平　山下誉行（技術局・開発セン
ター制作施設部）
三谷公二　野尻裕司（NHKアイテック）

関東地方発明表彰　発明奨励賞 公益社団法人　発明協会 高精細カメラ用フォーカスアシスト装置の発明 2017/11/2

宮川和典 電気通信産業功労賞 一般社団法人　電気通信協会 HARPの特性改善や応用分野拡大、エレクトロクロミッ
ク調光素子の特性改善 2017/11/22

青木秀一 国際規格開発賞 一般社団法人　情報処理学会
情報規格調査会 ISO/IEC TR 23008-13: 2017発行への貢献 2017/12/12

加藤大一郎（NHKエンジニアリングシス
テム）
三ッ峰秀樹

SI2017優秀講演賞 公益社団法人　計測自動制御学会
計測自動制御学会システムインテグレーション部門講
演会で講演した「放送利用を目的とした飛翔体の3次元
座標計測と軌跡表示手法の検討」に対して

2017/12/23

石井紀彦　
星沢拓（株式会社日立製作所） 高柳健次郎業績賞 公益財団法人　高柳健次郎財団 波面補償を用いたホログラム記録試作ドライブの開発 2018/1/19

梶田海成 SCIS論文賞 一般社団法人　電子情報通信学会
情報セキュリティ研究専門委員会 電子署名の帰着効率改善に関する研究 2018/1/24

正岡顕一郎　西田幸博　
菅原正幸（日本電気株式会社）
中須英輔（NHKエンジニアリングシステ
ム）
野尻裕司（NHKアイテック）

第33回電気通信普及財団賞
テレコムシステム技術賞　奨励賞 公益財団法人　電気通信普及財団 8K映像の実物感に関する論文に対して 2018/3/22
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放送技術研究所の概要

部長

■ 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

1930 NHK技術研究所設立

1953 テレビ放送開始

1964 ハイビジョンの研究開始

1991 アナログハイビジョン放送開始

1925 ラジオ放送開始

1966 衛星放送の研究開始

1982 デジタル放送の研究開始

1989 BS アナログ放送開始

1995 スーパーハイビジョンの研究開始

2000 BS デジタル放送開始

2003 地上デジタル放送開始

2006 ワンセグサービス開始

2011 アナログテレビ放送終了

2016 スーパーハイビジョン試験放送

2018 スーパーハイビジョン本放送

受信契約第１号のお宅で
購入した米国製テレビ

2013 ハイブリッドキャスト開始

　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。

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
延べ床面積 約46,000m2
うち技研部分 約16,000m2
総敷地面積 約33,000m2

特許権保有数 国内 1,873件
（NHK総数） 外国 139件

（2018 年 3月末現在）

学位保有者 87名

所長　　黒田　　徹

副所長　三谷　公二

研究主幹　池田　哲臣
研究主幹　斉藤　知弘

境田　慎一

岩城　正和

菊池　　宏

石井　啓二

今井　　亨

中島　健二

中川　俊夫

中原　俊二

（2018年3月末現在）

平本　　晃

研究企画・管理、広報、国際対応、外部連携など

特許出願・管理・活用、技術移転など

放送・通信連携技術、ハイブリッドキャスト、セキュリティー、
動画配信技術、映像解析技術など

衛星放送・地上放送伝送技術、8K素材伝送技術、多重化技術、
IP伝送技術など

8K番組制作機器、映像符号化技術、高臨場感音響システムなど

音声認識・合成、機械翻訳、ソーシャルメディア解析、手話CG、
音声ガイドなど

IP立体など空間像再生型立体テレビ技術、立体表示デバイス技術、
認知科学技術など

超多画素・高感度撮像デバイス技術、大容量・高速記録技術、
シート型ディスプレー技術など

人事、労務、経理、局舎管理など

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

職員数 258名 （うち研究者数 230名）

研 究 企 画 部

特 許 部

ネットサービス基 盤 研究 部

伝 送 シ ス テ ム 研 究 部

テ レ ビ 方 式 研 究 部

ヒューマンインターフェース研究部

立 体 映 像 研 究 部

新 機 能 デ バ イ ス 研 究 部

総 務 部

毎年5月に技研の研究開発成果をわ
かりやすくご紹介する技研公開を
実施



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（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：03－3465－1111（NHK代表）
http://www.nhk.or.jp/strl/

■ 編 集 ・ 発 行 ■

成城学園前 祖師ヶ谷大蔵

NHK放送技術研究所

小田急線

至新宿

東宝

国立成育医療
研究センター バス停

バス停 環
状
8
号
線バス停

東名高速
用賀

砧公園

世田谷通り

首都
高速

東急
田園
都市
線

至渋
谷

用賀IC
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