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　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であり、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。

　2018年度は新4K8K衛星放送のスタートという、放送の新
時代の幕開けの年となりました。この大きな節目となる年
に、技研では、2020年、さらにその先の2030 ～ 2040年ごろ
を見据えた新しい放送技術とサービスを創造するための、
“NHK技研３か年計画（2018-2020年度）”を実行しています。
現在、この計画に沿って、より臨場感・実物感の高い映像・
音声をお届けする「リアリティーイメージング」、インターネットを活用して放送・サービス
の利便性を高める「コネクテッドメディア」、AI技術（人工知能）を応用して価値ある情報をタ
イムリーに視聴者へお届けする「スマートプロダクション」を３つの柱として、研究開発を推
進しています。

　この研究年報は、3か年計画の初年度となる2018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契機として、また新たな研究開発の連携関係や研
究成果を活用した共創の場を築く一助として、お役に立てれば幸いです。

　今後も変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

ごあいさつ

NHK放送技術研究所長　三谷　公二
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リアリティーイメージング – 空間表現メディア
　2次元映像の表現を越えた将来の放送サービスの実現を目指し、自然な3次元映像を楽し
むことができる3次元映像技術の研究を進めた。高精細な3次元映像技術と携帯型端末用
の3次元映像技術の研究を進めるとともに、3次元表示デバイスの要素技術に関する研究に
も取り組んだ。また、さまざまな視聴環境で3次元映像を楽しむためのシステム条件の検
討に着手した。さらに、AR（拡張現実）やVR（バーチャルリアリティー）を活用した新しい
視聴体験や新サービスの検討を開始した。

→詳しくは、p.4

リアリティーイメージング – 8Kスーパーハイビジョン
　8Kスーパーハイビジョンの最上位フォーマットである、フルスペック8Kによる番組制
作を実現するための研究開発を継続して進めている。映像関係では1.25インチ8K3板式カ
メラ、スロー記録・再生装置、広色域液晶ディスプレーを開発した。音響関係では、22.2ch
マルチチャンネル音響（22.2ch音響）の番組を2chステレオや5.1chマルチチャンネル音響
に自動的にダウンミックスして、効率的に制作するための適応ダウンミックス装置を開発
した。伝送関係では、映像符号化方式や衛星伝送方式の伝送容量拡大技術、メディアトラ
ンスポート技術の高度化の検討を進めた。さらに、8Kスーパーハイビジョンを家庭で手軽
に楽しめるよう、薄くて軽く、持ち運びに便利なシート型ディスプレーの開発や、家庭向
け22.2ch音響技術の研究を進めた。その他、2018年12月に開始された4K8K放送のさら
なる普及を目指し、地上放送で実現するための伝送方式の研究開発を進めるとともに、ケ
ーブルテレビ局からの4K8K番組を集合住宅棟内既設の同軸ケーブルを用いて伝送する手
法を開発した。多彩な4K8K番組を制作するためのミリ波帯を用いたワイヤレスカメラの
開発や、ワイヤレスカメラの機動性を高めることができるイーサネットRoF（Radio over 
Fiber）技術の研究も進めた。

→詳しくは、p.9

コネクテッドメディア
　インターネットサービスを活用して放送をより身近で便利にするために、スマートフォ
ンやIoT機器と連携して放送サービスを楽しむことができるメディア統合プラットフォー
ムの研究開発に取り組んだ。ネット配信する動画視聴品質の安定化とスムーズな視聴操作
を実現する、高レスポンス配信技術の研究開発も進めた。これらのサービスの高い安全性
と信頼性に不可欠な暗号・情報セキュリティーの研究では、将来必要となる耐量子コンピ
ュータ用を含む暗号アルゴリズムの開発を進めた。また、テレビをより楽しく視聴するた
めのテレビ視聴ロボットの研究を進めた。IPを活用した効率的な番組制作のワークフロー
確立を目指して、IP伝送装置やIPパケットの状態を監視する装置も開発し、既存の番組制
作機器と接続したIPライブプロダクションの検証実験により、各装置の有効性を確認した。

→詳しくは、p.21

スマートプロダクション – インテリジェント番組制作
　効率的な番組制作環境の実現に向け、AI技術を活用したインテリジェント番組制作の研
究に取り組んでいる。ソーシャルメディアに代表されるテキストビッグデータを活用し
て、ニュース性のある情報を抽出することを目的としたソーシャルメディア分析技術や、
番組に関する評判を放送後に分析する技術の研究を進めた。画像解析関連では、モノクロ
映像のカラー化に必要な作業量を大幅に削減できる技術や、番組のダイジェスト映像を自
動で制作する技術の研究を進めた。音声認識では、取材映像に含まれる音声の書き起こし
制作を支援する技術として、音声に加えて映像の情報も活用した認識技術の検討を進めた。
また、より高度な番組制作を実現するために、スポーツなどのライブ番組を対象とした新
しい映像表現手法の研究を進めた。さらに、AI技術を効果的に番組制作などに利用するた
めに、技研内に設置した「スマートプロダクションラボ」の開発体制を強化し、音声合成技
術によるAIアナウンサーなど、実用化に向けた開発を支援した。

→詳しくは、p.27

2018年度 技研の研究

高精細3次元撮影技術

1.25インチ3板式8Kカメラヘッド

テレビとスマートフォンの連携例

ソーシャルメディアの投稿に
基づく関連番組検索

・ ツイートとともに
出現する表現を提示

・ 対象のツイートを特定
選択したツイートに
関連する番組を検索
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スマートプロダクション – ユニバーサルサービス
　あらゆる人が楽しむことのできる、ユニバーサルな放送サービスを実現するための研究
に取り組んでいる。聴覚障害者や高齢者向けにテレビ番組の音声を文字で伝える自動字幕
生成技術や、スポーツ競技の進行に関する手話CGを自動で生成して情報を伝える手話CG
生成技術の研究を行った。また、視覚に障害がある方に向けた研究として、番組の内容を
補足する解説音声を自動で挿入する自動解説放送や、スポーツ競技の状況に関する原稿の
作成および読み上げを自動で行うロボット実況の研究に取り組んだ。訪日外国人の増加に
より、外国人へ迅速に情報を提供することが求められていることから、ニュースを対象に、
日本語から英語へ翻訳する機械翻訳技術の研究を行った。さらに、番組情報を視覚や聴覚
以外の感覚を用いて伝える研究を進めている。触覚提示技術として、スポーツ番組のボー
ルの移動方向やラケットへの衝突タイミングなどを伝える触覚デバイスの検討を進めた。
また、嗅覚による情報伝達の可能性についても検討を始めた。

→詳しくは、p.32

次世代放送用デバイス・材料
　撮像、記録、表示の各要素技術について研究を進めた。撮像技術は、将来の撮像デバイ
スの高機能化への応用が期待できる3次元構造撮像デバイスの研究、小型・軽量な単板カ
ラーカメラの実現を目指したRGB積層型撮像デバイスの研究、8Kカメラの高感度化を目指
した新しい構造を用いた増倍膜積層型の固体撮像デバイスの研究に取り組んだ。記録技術
では、8K映像を長期保存するための超大容量・高転送速度の記録システムを実現するため
に、多値記録によるホログラムメモリーの研究開発を実施した。また、高い信頼性を実現
するために可動部を排除した高速磁気記録デバイスの研究を進めるとともに、新奇の磁性
材料を用いた記録手法に関して調査を開始した。表示技術では、フレキシブルな有機ELデ
ィスプレーの実現に向け、長寿命化・高色純度化のための原理解明に取り組んだ。さらに、
大画面のフレキシブルディスプレーを製作するために、塗布法による半導体膜の膜質改善
の研究を進めた。また、シート型ディスプレーの高画質化・低消費電力化を目指し、画素
の駆動素子である薄膜トランジスター（TFT）の研究開発を進めた。

→詳しくは、p.36

研究関連業務
　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。
2018年の技研公開は、「よりリアルに、スマートに、あなたとつながる」をテーマとして
実施した。4月に公表したNHK技研3か年計画（2018-2020年度）を紹介するとともに、最
新の研究成果を展示し、開催期間中延べ20,500人の方々に来場いただいた。その他、国
内外の方々に当所を視察・見学いただいた。また、当所の研究成果について、報道発表や
国内外の会議、学会誌で発表し、研究成果の権利化も進めた。国内外の標準化団体に参加
し、技術基準の策定に貢献した。また、外部との連携では、共同研究や受託研究を実施す
るとともに、国内外から滞在研究員を受け入れ、技研の研究員を海外へ派遣した。NHKの
スポーツ番組の制作に協力し、ゴルフやスキージャンプ競技で技研の技術が活用されたほ
か、BS8K放送ではフィギュアスケート競技の制作に協力した。また、NHKスペシャルの
制作では、AI技術の研究成果が活用された。その他、当所の研究成果に対して、前島密賞
など外部からの表彰を受けた。

→詳しくは、p.40

スポーツ手話CGサービス
画面レイアウト例

量子ドットEL素子

エントランスの様子
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1　リアリティーイメージング - 空間表現メディア
1.1　3次元映像技術

　将来の放送サービスとして、特別なめがねを用いず、自然な
3次元映像を楽しむことができる空間像再生型3次元テレビの
実現を目指して研究を進めている。高精細3次元映像の撮像・表
示、符号化技術の研究と、個人視聴を想定した携帯型端末用3
次元映像技術の研究を実施した。また、実用化に向け、さまざ
まな視聴環境に適した3次元映像の特徴、および3次元映像シス
テムの条件を明らかにする研究も進めた。

■ 高精細3次元映像技術の研究
　高精細な3次元映像の撮像を目指し、カメラアレーによる撮
影映像から3次元映像を生成する技術を開発した（1）。154台の
ハイビジョンカメラで構成されたカメラアレー（図1-1（a））に
より撮影した154視点の映像を元に、視点内挿処理を行い3次
元表示に必要な視点数の映像を生成する（図1-1（b））。この視点
内挿処理では、多視点映像から被写体の奥行きを推定し、撮影
映像の画素の色情報から内挿映像の画素を決定する。この技術
により、約33万画素の3次元映像の生成を実現した。試作装置

により人物やクレーアニメーションなどを撮影し、生成した3
次元映像を技研公開2018で展示した。
　高精細な3次元映像の表示技術として、複数プロジェクター
と特殊な拡散スクリーンを用いたアクティナビジョン方式を提
案した（2）。本方式では、複数のプロジェクターを配置して高密
度な多視点映像を再生し、光学系を通じて表示スクリーンに重
畳投射することで高精細な3次元映像を表示する（図1-2（a））。
表示スクリーンの拡散特性を投射する光線間の角度に合わせる
ことで、光線間の光のクロストークを低減した3次元映像を表
示可能とした。また本方式では、表示される3次元映像の解像
度は各視点の映像の解像度と一致するため、多視点映像の解像
度を向上することで、レンズアレー方式よりも3次元映像の解
像度を容易に向上できる。4Kプロジェクター14台を使用した
本方式の試作機により、2017年度のレンズアレー方式の試作
システムの約3倍の33万画素の3次元映像の表示を実現した
（図1-2（b））。
　高精細3次元映像は膨大な情報量となるため、3次元テレビの
実現のためには高効率な符号化技術の開発が必要である。
2018年度も引き続きMPEG会合に参加し、3次元映像符号化方
式の標準化活動を推進した。MPEG会合に提供された要素映像
テストシーケンスに対して既存符号化方式を適用する基礎実験
を行い、その結果を寄与文書として入力し、標準化の推進に貢
献した。

■ 携帯型端末用3次元映像技術の研究
　個人視聴を想定した携帯型端末による3次元映像視聴サービ
スの実現を目指して、視点追従型インテグラル3D映像表示の研
究開発を進めた。2018年度は、視聴者の瞳位置に応じた8K要

図1-1　高精細3次元撮影技術 （a）カメラアレーによる撮影と
（b）撮影映像から視点内挿により生成した映像の例

下視点

上視点

左視点 右視点正面視点

（a） （b）

（a）

図1-2　アクティナビジョンの（a）構成図と（b）表示映像の各
視点からの観察画像

表示スクリーン
（最適に光を拡散）

複数の
プロジェクター 3次元映像表示

表示光学系多視点映像群

光線を再生

上視点  

左視点  右視点  

下視点  

（a）

（b）
図1-3　視点追従型インテグラル3D映像表示

（a）システム構成と視域角度、（b）視点追従がない場
合と（c）視点追従がある場合

瞳位置検出カメラ

高画素密度ディスプレー

レンズアレー

要素
画像群

要素画像群
高速生成装置

観察者

観察者の映像

広視域かつ高品質な
３次元映像

（a）

左端（‒12.2°） 右端（+12.2°） 

（b）視点追従なしの場合

左端（‒40.7°） 右端（+40.7°） 

下端（‒3.6°） 

上端（+3.6°） 上端（+23.8°） 

下端（‒23.8°）

（c）視点追従ありの場合
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素画像群の実時間生成手法、および視点追従型表示に適した視
域形成方法を提案した（3）。1058ppi�（pixel�per�inch）の高画素
密度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）を用いた装置を試作し、水平視域を従来の約3.3倍、垂直
視域を約6.6倍に拡大した（図1-3）。また、焦点距離の長いレン
ズアレー用いることで、3次元映像を再生する光線密度を水平・
垂直方向ともに2017年度に試作した装置の約2倍とし、映像品
質を向上させた。
　インテグラル方式では、直視型ディスプレーに要素画像群を
表示し、レンズアレーを密着させて3次元映像を表示する。し
かし、この方式ではディスプレーの赤（R）・緑（G）・青（B）のサ
ブピクセル構造をレンズアレーで観察することになり色モアレ
が生じる。2018年度は、この色モアレ低減を目指して、要素
画像群を時分割で光学的に画素ずらしを行い、多重する方法を
提案した。実験では、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）とレンズアレーに、複屈折素子と偏光制御素
子で構成された光学ウォブリングデバイスを組み合わせて原理
検証を行った（図1-4）。その結果、色モアレを従来の66％に低
減できることを確認した。
　携帯型端末用3次元映像に適した広視域撮像方法として、多
視点映像から3次元モデルを生成し、要素画像群に変換する方
式について研究を進めた。2018年度は、4K多視点ロボットカ
メラおよび非線形奥行き圧縮技術に対応した3次元モデル生成
手法を用いて高品質な3次元映像コンテンツを制作した。また、
より少ないカメラ台数で広い視域のインテグラル3D映像を生

成するためにステレオロボットカメラを試作した（図1-5）。こ
のシステムでは、搭載された3台のロボットカメラの方向を一
斉制御できるため、パン・チルト・ズームといったカメラワー
クをつけて実空間中の3次元映像再現領域の多視点映像を撮影
できる。
　携帯型端末用3次元映像技術のアプリケーションも検討し
た。アプリケーション例として、光学系で3次元映像を空中に
表示するテーブル型とスマートフォン型のインテグラル3Dデ
ィスプレーを試作した。また、2次元テレビの映像に連携した3
次元映像を3Dディスプレーに配信・表示するアプリケーション
や、インタラクティブな操作で3次元映像を視聴するシステム
を試作し、技研公開2018で展示した（図1-6）。

■ 視聴環境に適した3次元映像の特徴、 
　および3次元映像システムの条件
　さまざまな視聴環境に適した3次元映像の特徴および3次元
映像システムの条件を明らかにする研究を進めている。2018
年度は3次元映像の表示方式であるインテグラル3Ｄ表示の高
品質化に資する新たな奥行き圧縮方式の開発を行ったほか、携
帯型の3次元表示環境を想定した奥行き圧縮の影響を心理実験
によって評価した。
　インテグラル方式では、ディスプレー表面のレンズアレー面
から奥行き方向に離れた位置の再生像はぼやけて表示される特
性がある。このため、再生シーン全体をより狭い奥行き範囲に
圧縮しながらも、見た目の自然さを損なわないように被写体の
形状を適切に変形する奥行き圧縮表現により、ぼやけを低減し
ている。従来の奥行き圧縮方式（単一指向型）は、奥行き方向（デ
ィスプレー面の法線方向）に物体形状を圧縮していたため、視点
位置を移動して再生像を斜めから観察した際に、物体の変形が
視認されて不自然さが大きくなる課題があった。そこで、視点
を中心に物体形状と空間を圧縮する全指向型の奥行き圧縮方式
を検討した。本方式では、視点を原点とした3次元極座標空間
でシーンを表現し、シーン内の物体を動径方向に圧縮する。こ
のため、視線と圧縮方向の角度差が従来法よりも小さくでき、
変形が視認される程度の軽減が期待できる。
　単一指向型と全指向型の奥行き圧縮を適用した際に物体が変
形されて表示される程度（歪み量）を分析し、定量評価した（図
1-7）。歪み量としては、観察者の目に映る2次元像上の2点間の
距離の奥行き圧縮前後の比をもとに定義し、変形が無いときに
0、変形の程度が大きいときに大きな値をとるようなスケーリ
ングを施した。その結果、特に視点位置が水平方向に大きく移
動した際（図1-7右端上段・下段）、提案手法は従来手法よりも
歪み量を軽減する効果があり、より自然な表現が期待できるこ
とが分かった（4）。

図1-4　光学ウォブリングデバイスによる色モアレ低減方法
の構成

複屈折素子偏光制御素子

有機EL
ディスプレー

偏光板

光学ウォブリングデバイス

時分割切替

レンズアレー

レンズの焦点距離と等しい光学距離

図1-5　ステレオロボットカメラ

図1-6　2次元テレビとテーブル型3次元ディスプレーの連携

2次元テレビ

テーブル型
3次元ディスプレー
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　携帯型端末での3次元映像視聴環境を想定し、奥行き圧縮像
の自然さに関する主観評価実験を行った。実験に際しては、表
示装置の奥行き再現特性に関わらず空間や形状の歪みを評価す
る必要があるが、現在利用可能なインテグラル3Ｄディスプレ
ーでは十分な奥行き再現範囲が得られないため、評価用実験装
置を新たに開発した（図1-8）。
　本装置はシャッター式の3Ｄディスプレーと視点位置を測定
する装置から構成され、視点位置とディスプレーの姿勢に応じ
て像が描画される。これにより、インテグラル方式の特徴であ
る運動視差を有する3次元映像の提示が可能である。また、デ
ィスプレーは定荷重ばねとワイヤーで天井から吊るしているの
で、小さな力で位置と向きの調整が可能である。�
　評定者は、奥行きが圧縮された像（0.2-50mの奥行きのある
シーンを0.1-5mの範囲に収めたもの）の不自然さを評価した。
図1-9に圧縮後の奥行き範囲と自然さ評価値の関係を示す。不
自然さの許容限�（MOS=3.5）�以上となる奥行き範囲は、最小値

で約1.3mであった。この値は、昨年度までに得た据え置き型デ
ィスプレーの視聴環境での結果（1m）をやや上回る。奥行き圧
縮像の不自然さは、視点を大きく動かしたときに顕著となる傾
向がある。そのため、相対的な視点移動が大きくなりやすい携
帯型端末の視聴環境では、必要な奥行き圧縮後の範囲がやや拡
大したと考えられる。

〔参考文献〕
（1）� �加納，渡邉，河北，三科:�“カメラアレイを用いた33万画素の3次

元映像撮像技術，”�映情学冬大，�23D-1（2018）
（2）� �渡邉，岡市，大村，加納，佐々木，河北:“トップハット型拡散スク

リーンを用いた33万画素光線再生型3次元映像表示システム，”�映
情学冬大，23D-2（2018）

（3）� �岡市，佐々木，渡邉，久富，河北:“8Kディスプレイを用いた視点
追従型インテグラル3D映像表示，”�映情学冬大，23D-3（2018）

（4）� �宮下，澤畠，森田，小峯:“自然な立体像表示のための奥行き圧縮表
現の提案，”�映情学年次大,�12A-1（2018）

1.2　AR・VR

　AR（拡張現実）やVR（バーチャルリアリティー）に関する研究
を新たに立ち上げ、ARやVR技術を活用して視聴者に新しいユ
ーザー体験をもたらすサービスイメージを検討した。2018年
度は、既存の技術を組み合わせて新たな視聴体験を提供する

「By�AR/VRサービス」と、AR/VR分野でこれまでに導入されて
いない技術や新たに開発した技術を実装して新たな視聴体験を
提供する「For�AR/VRサービス」について検討した。

図1-7　視点移動時の単一指向・全指向型奥行き圧縮の歪み量の比較

歪み量G

観視者の視点が水平に右へ移動（※上面図）
視点のX座標＝0.25［m］ 0.5［m］ 1.0［m］ 1.5［m］
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図1-8　携帯型端末の視聴環境を模擬した3次元映像評価用
実験装置

定荷重ばね

視点位置測定装置

ワイヤーの
引き出し方向

マーカー

図1-9　圧縮後の奥行き範囲と自然さ評価値の関係
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■ By AR/VRサービス
　2次元映像をARやVRの3次元バーチャル空間に提示する場
合に、どのように提示すべきかを検討した。ARグラスの利用を
想定した2次元映像の利用形態や提示サイズ、座標系を整理し
た。座標系は、（a）世界座標系、（b）周囲環境座標系、（c）対象
物座標系、（d）手首座標系、（e）頭部座標系、（f）胴体座標系の6
種類に分類し（図1-10）、それぞれの利用形態にふさわしい座標
系を提案した（表1-1）。
　また、アルファー（不透明度）チャンネル付き全天球映像に注
目し、2次元映像から提示すべき被写体を切り抜き、フレーム

レスで3次元空間に提示する方法を提案した。さらに、アルフ
ァーチャンネル付き全天球映像の半径をカメラから被写体まで
の距離に応じて変化させることで、被写体映像を視差付きで提
示する方法を考案した（図1-11）。

■ For AR/VRサービス
　高精細なVR映像を活用した新たな視聴体験を提供できるサ
ービスを検討した。2018年度は検討にあたって必要な高精細
VR映像を、魚眼レンズを装着した複数台の放送用8Kカメラを
並べて撮影、画像結合（スティッチング）して制作した。この手
法により、ヘッドマウントディスプレー等で表示できる没入感
の高い映像が得られた。撮影距離やカメラ配置の異なる複数の
制作手法で、複数のシーンで撮影実験を実施した。撮影距離に
ついては、遠方から近距離まで異なる距離で撮影した。カメラ
配置については3つの異なる手法を試行した。2台の8Kカメラ
を前後逆向きに配置し、360度方向を撮影する方法、および2
台の8Kカメラを横に並べ前方に両眼視差のある立体VR映像を
取得する手法を試行、検討した。さらに、最大限解像度を高め、
かつ放送制作の演出運用の柔軟性を考慮し、3台の8Kカメラを
前方水平方向に角度を変えて配置して視野角180度以上をカバ
ーするようなVR映像を撮影する手法を新たに提案し、8Kを超
えるVR映像を制作した（図1-12）。今後これらを用いて、高精
細なVR映像を用いたサービスイメージを検討していく。

〔参考文献〕
（1）� �川喜田，吉野，小出，久富:“3D空間における2D動画の形態に関す

る検討，”�HCGシンポジウム2018，HCG2018-I-1-1�（2018）
（2）� �小出，吉野，川喜田，久富:“複数8Kカメラを用いた高精細VR用高

没入感映像制作の一検討，”映情学技報，Vol.43，�No.10，�
BCT2019-47,�pp.45-48�（2019）

図1-10　利用形態に合わせた座標系

（a） （b） （c）

（d） （e） （f）

表1-1　利用形態の分類と理想的な表示サイズ・座標系

視聴体験の例 利用形態の分類 想定される
理想的な座標系 サイズ※

番組使用、
ゲーム

映像に集中して
楽しむ

世界/周囲環境/
頭部 小～大～360

情報検索、
マニュアル・レシピ
参照

何かを参照する
世界/周囲環境/
対象物/手首/
頭部

小

SNS、メール プライベートな
情報を扱う

周囲環境/手首/
頭部 小

ビデオチャット、VR
コミュニケーション

表情やアバターを
見る

世界/周囲環境/
手首/頭部 小～大～360

看板、広告 サイネージ 世界/周囲環境/
対象物 小～大

ペット、
パートナー バーチャル生物 頭部/胴体

（ゆるい追随） 小

※サイズのイメージは、小：スマホ～タブレット画面、大：テレビ画面、360:全天周映像

図1-11　アルファーチャンネル付き全天球映像による提示

図1-12　制作した高精細VR映像
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1.3　3次元映像デバイス技術

■ 超高密度空間光変調器の研究
　自然な３次元（３Ｄ）映像を表示することができる電子ホログ
ラフィーの研究に取り組んでいる。広い視域の３次元像を表示
するためには、これまでにない微細な画素で構成される空間光
変調器（SLM：Spatial�Light�Modulator）の開発が必要である。
　当所では、微小磁性体を画素とするスピン注入型SLM（スピ
ンSLM）の研究を進めている。スピンSLMは、磁性体の磁化の
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）を利用し、光を変調するデバイスである。これまで
に、磁性体にパルス電流を流すことで磁壁が移動し、磁化方向
を反転できる素子（磁壁移動型スピン光変調素子）の試作と基本
動作検証に成功した。
　2018年度は、ガドリニウム鉄合金から成る光変調部の組成
を最適化し、1μm×2μmサイズの微小トランジスターで駆動
可能な0.8mAの低電流化を達成した。さらに、この組成で0.5
μm×2μmサイズの素子を試作し、光変調動作を評価した（図
１-13）。光変調部の両端には電極および磁化方向の異なるナノ
マグネット（NM1、NM2）がそれぞれ配置されており、ナノマ
グネットを経由して光変調部に電流が流れる構造である。光変
調部の端部には、ナノマグネットからの局所磁界により、初期
磁区が形成される。ここで、電流を右（左）から左（右）へ流すと
磁壁移動により初期磁区の領域が光変調部の全領域にまで拡大
し、反射光のON（白）/OFF（黒）動作が確認された。これにより、
微小素子による光変調動作の実証に成功した（１）。

■ 光フェーズドアレーの要素技術の研究
　インテグラル３Ｄ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の方向
を高速に制御することができる光偏向デバイスの研究を進めて
いる。光偏向デバイスとして、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、特に、各チャンネルで、電圧の印加で屈折率を超高
速に変化させることができる電気光学（EO:�Electro-Optic）ポ
リマーを用いたOPAを設計・試作し、評価した。
　試作したEOポリマーOPAは、チャンネルごとに電圧を印加
し、EOポリマーの屈折率を変化させて光の位相を制御すること
で、出力される光線（光ビーム）の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OPAを設計・試作し、
±3.2度の光偏向動作を実証した。
　2018年度は、屈折率差の大きな材料を光導波路に用いて、導
波路内に光を強く閉じ込める技術を開発し、チャンネル間のク
ロストークを低減した。この技術により、OPAの出力チャンネ
ルを4μmにまで狭ピッチ化することが可能となり、22.1度の
光偏向動作に成功した。さらに、デバイスの最適なレイアウト
設計により、光導波路の湾曲部や分岐部などで生じる光の伝播
損失を抑制し、光ビームパターンの不要な迷光成分を大幅に低
減した。その結果、試作したOPAにおける光ビーム強度のピー
ク値が増大し、200kHzの高速光ビーム走査にも成功した（２）（図
1-14）。

〔参考文献〕
（1）� �東田，船橋，青島，町田:“電子ホログラフィ応用を目指したWスピ

ン磁壁移動型光変調素子，”映情学年次大，32C-3�（2018）
（2）� �平野，宮本，本山，町田，田中，山田，大友，菊池:“電気光学ポリ

マーを用いた4μmピッチ光フェーズドアレイによる偏向動作，”
映情学誌，Vol.73，�No.2，pp.�392-396�（2019）

図1-13　磁壁移動型スピン光変調素子の光変調動作

（a）右から左へ電流を流した後
 の磁化状態（断面模式図）

（c）右から左へ電流を流した後
 の磁気光学像（ON状態）

（d）左から右へ電流を流した後
 の磁気光学像（OFF状態）

（b）左から右へ電流を流した後
 の磁化状態（断面模式図）
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図1-14　光フェーズドアレーの実験結果
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2.1　映像システム

　スーパーハイビジョンの最上位フォーマットであるフルス
ペック8Kの制作システムの研究開発や、ハイダイナミックレン
ジテレビの番組制作手法および相乗効果に関する研究を進め
ている。

■ フルスペック8K制作システム
　フルスペック8K番組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。放送局外でのライブ制作や伝送実験を可能とする
ために、これまで開発したフルスペック8K制作機器や波長多重
を利用した伝送装置（1）を制作実験車に搭載した（2）。制作実験車
による運用テストを実施し、搭載機器の相互接続性や運用性に
ついて大きな問題が無いことを確認した（図2-1）。
　新たなフルスペック8K制作機器として、ライブ制作中のハイ
ライト編集を可能にする8K120Hz映像と22.2ch音声のリアル
タイム入出力が可能な編集装置を開発した。また、IP（Internet 
Protocol）インターフェースによりフルスペック8K制作を行う
ための基礎検討を開始し、複数の軽圧縮コーデックの画質を比
較評価するための装置を試作した。
　フルスペック8K番組制作に有用な、テレビジョンカメラの感
度、信号対雑音比の測定方法の検討を進め、その内容を（一社）
電波産業会（ARIB）技術資料TR-B45にまとめた。また、テレビ
ジョンカメラの空間解像度特性（MTF: Modulation Transfer 
Function）について、画像のエッジの方向とMTFの測定精度・
確度との関係性を分析し（3）、実用的な測定条件・パラメータを
導いた（4）。

■ ハイダイナミックレンジテレビ
　表現できる明暗の幅が従来よりも広がるハイダイナミックレ
ンジテレビ（HDR-TV: High Dynamic Range Television）番組
制作に関連して、HDRコンテンツとSDR（Standard Dynamic 
Range：標準ダイナミックレンジ）コンテンツの相互変換方法
の検討を進めた。HDRコンテンツからSDRコンテンツへ変換す
る際のダイナミックレンジの変換関数を線形関数と対数関数の
組み合わせにより実現し、HDRコンテンツをSDR制作と同等の
SDRコンテンツへ変換できることを確認した（5）。この結果を、
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に寄与し、ITU-Rレポ
ートBT. 2446に反映された。
　ハイダイナミックレンジ映像では表現できる明るさの範囲が
拡大するため、明るすぎる映像によって視聴者に不快感を与え
ることがないよう、明るさの一貫性を保つための指標が必要で
ある。その指標作成に向けた検討を進めた。主観評価実験によ
り、各画素のディスプレー輝度の全画面平均では不十分である
ことを統計的に実証し、画素を見込む角度と明るさの分布によ
る補正が有効であることを見出した（6）。さらに、ハイダイナミ

ックレンジ映像を観視する際に知覚される白レベルについて検
討を進めた。主観評価実験により、白レベルはディスプレー最
大輝度ではなく、それよりも低い輝度となることを実証した（7）。
　HDRおよび広色域に対応したディスプレーが再現できる３
次元均等色空間（知覚される色の差が、色相・彩度・明度で表さ
れる３次元空間の距離に対応する空間）において、その色域は複
雑な形状をしており２次元で表現することが難しい。そこで、
単位明度および単位色相角あたりの色域体積を保存しながら、
２次元に展開する手法である「Gamut Rings」を考案した（8）。こ
の手法により、３次元で表現される色域の体積・形状を２次元
で評価することが可能となった。

〔参考文献〕
（1）  林田, 小出,  米内,  荒井,  青木,  三浦,  瀧口,  西田：“フルスペッ

ク8K対応小型波長多重伝送装置の開発, ” 映情学年次大,  13-D2 
（2018）

（2）  荒井,  林田,  小出,  米内,  青木,  三浦,  菊地,  瀧口,  西田：“フル
スペック8K局外制作システムの開発, ” 映情学年次大,  13-D3 
（2018）

（3）  K. Masaoka: “Accuracy and precision of edge-based modulation 
transfer function measurement for sampled imaging systems,” 
IEEE Access, Vol.6, pp.410479-41086 (2018)

（4）  K. Masaoka: “Practical edge-based modulation transfer function 
measurement,” Optics Express, Vol.27, No.2, pp.1345-1352 
(2019)

（5）  K. Nomura, Y. Kusakabe, Y. Ikeda, and Y. Nishida: “Method 
for HDR to SDR conversion considering HDR Reference 
White,” Proc. IDW/AD’18 (2018)

（6）  Y. Ikeda, and Y. Kusakabe: “Subjective Evaluations on 
Perceptual Image Br ightness in High Dynamic Range 
Television,” Proc. IS&T Electronic Imaging (2019)

（7）  F. Jiang, K. Masaoka, and M. Fairchild: “Subjective Verification 
for Color Gamut Volume of HDR WCG Display,” Proc. IDW/
AD’18 (2018)

（8）  K. Masaoka, F. Jiang, M. Fairchild, and R. Heckaman: “2D 
Representation of Display Color Gamut,” SID International 
Symposium (2018)

図2-1　フルスペック8K制作実験車(左)と運用テスト(右)

2　リアリティーイメージング - 8Kスーパーハイビジョン
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2.2　カメラ

■ 1.25インチ3板式フルスペック8K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板式フルスペ
ック8Kカメラを試作した（1）（図2-2）。撮像素子には、フレーム
周波数240Hzに対応した1.25インチ3300万画素CMOS撮像素
子（2017年度開発）をRGB信号用に3枚用いた。素子の駆動や
信号処理をすべて240Hzで行い、カメラコントロールユニット
（CCU）の最終段で2フレーム加算してフレーム周波数120Hz
のフルスペック8K信号を出力する方式とした。その結果、8K4
倍速高速度カメラとしても利用可能となった。240Hzで駆動さ
れた撮像素子の信号をカメラヘッドからCCUへ伝送するため、
光ファイバ4本で合計448Gbpsの信号を伝送可能な光伝送イン
ターフェースを開発した。双方向の光波長多重技術により、
CCUからカメラヘッドへ40Gbpsの信号を伝送でき、ビューフ
ァインダーに高精細な送り返し映像信号を伝送できる。カメラ
ヘッドとCCUは4芯光ケーブル1本で接続する。試作したカメ
ラヘッドは重量18kg、CCUは重量37kg・サイズ8Uで、いず
れも従来の3板式カメラの半分以下に小型・軽量化した。
　1.25インチ3300万画素撮像素子に実装したノイズ低減技術
の効果を検証した（2）。開発した撮像素子には、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）が内蔵さ
れており、初段の積分回路における複数回のサンプリング動作
によりノイズを低減した。フレーム周波数120Hz駆動時に実現
できるサンプリング回数には制限がある。そこで、サンプリン
グ回数とノイズの関係についてシミュレーションモデルを作成
し、本手法によるノイズ低減効果を見積もった。計算結果は実
測値とほぼ一致し、120Hz駆動時に実行可能な6回がノイズ低
減に十分なサンプリング回数であることを確認した。本研究は
静岡大学と共同で実施した。
　8Kカメラ用オートフォーカスの実現に向け、イメージセンサ
上に位相差検出画素を組み込み、その画素で取得した画像のズ
レ量を利用する像面位相差方式により、被写体までの距離を高
精度かつ少ない計算量で推定する手法を開発した（3）。位相算出
には、矩形波の基底関数を用いた複素解析を適用し、従来の距
離推定方式と比べて大幅に演算量を減らすとともに、高い精度
の距離推定を実現した。

■ 8Kスローモーションシステム
　スポーツ番組制作等における8Kスローモーション撮影を実
現するため、高速度カメラとスロー記録・再生装置からなる8K
スローモーションシステムを開発した。

　8K速高速度カメラには、1.25インチフルスペックカメラに
高速撮影モードを加えることで、カラーサンプリング4:4:4・フ
レーム周波数240Hzで撮影する4倍速撮影モードと、カラーサ
ンプリング4:2:0・フレーム周波数480Hzで撮影する8倍速撮影
モードを備えた。併せて、2017年度に試作した8K4倍速に対
応したスロー記録・再生装置（4）を改良し、高速度カメラの出力
に合わせて、最大8倍速（480Hz）の信号入力に対応させた（図
2-3）。また、信号出力機能に2フレーム加算によるフレーム内
挿モードを追加し、スロー再生時も滑らかな映像再生を可能と
した。試作したスローモーションシステムを国際的なスポーツ
大会の8K中継制作で使用したほか、NAB Show 2018や
IBC2018などの国際展示会で展示した。

■ 増倍膜積層型8K固体撮像デバイス
　8Kスーパーハイビジョンカメラの小型化、高フレームレート
化が進むにつれて、撮像デバイスの1画素当たりに入射する光
量が減少し、感度が低下する。この課題の抜本的な解決に向け
て、低い印加電圧で電荷増倍作用が得られる光電変換膜（増倍
膜）を、信号電荷を読み出すためのCMOS回路上に積層した、高
感度固体撮像デバイス（図2-4）の開発を進めている。2018年度
は、2017年度に試作した増倍膜積層型8K固体撮像デバイスの
画質改善に取り組むとともに、増倍膜を積層する8K CMOS回
路の低ノイズ化を検討した。
　従来、増倍膜を構成する結晶セレン膜は、原子が不規則に配
列した非晶質状態のセレンを高温で一気に加熱することで形成
していたが、急速な結晶成長に伴って生じる表面平坦性の低下
や膜の内部応力が、暗電流の増加や画素欠陥の発生といったデ
バイスの画質劣化の原因となっていた。そこで、低温で一旦結
晶化させたセレンの上に電子ブロッキング層などを成膜した

図2-3　8Kスロー記録・再生装置とコントローラ

図2-2　1.25インチ3板式8Kカメラヘッド 図2-4　増倍膜積層型固体撮像デバイスの構造
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後、高温で加熱して再結晶化させる二段階加熱法を導入するこ
とで、これらの画質劣化を抑制した（図2-5）（5）（6）。
　増倍膜積層型撮像デバイスの高感度化においては、膜での電
荷増倍だけではなく、CMOS回路の低ノイズ化も重要となる。
そこで、CMOS回路内の浮遊拡散層（膜で生成された電荷を蓄
積するための容量）における暗電流発生のメカニズムを明らか
にし、外部から浮遊拡散層へ流入してくる暗電流を阻止する構
造へ変更することで暗電流ショットノイズを従来の1/8に低減
できることを確認した（7）。また、信号読み出し後、浮遊拡散層
に蓄積された電荷をリセットする際に発生するノイズ（リセッ
トノイズ）の低減や、電荷－電圧変換利得の改善に向けたテスト

回路の試作を進めた。

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

Nakamura, H. Okamoto, E. Miyashita, H. Shimamoto: “8K 240-
Hz full-resolution high-speed camera and slow-motion replay 
server systems,”IBC2018 Conference(2018)

（2）  K. Tomioka, T. Yasue, R. Funatsu, T. Matsubara, T. Kosugi, 
S. W. Jun, T. Watanabe, M. Nagase, T. Kitajima, S. Aoyama, 
S. Kawahito: “Noise suppression effect of folding-integration 
applied to a column-parallel 3-stage pipeline ADC in a 2.1μ
m 33-megapixel CMOS image sensor,”IS&T International 
Symposium on Electronic Imaging, IMSE-367(2019)

（3）  岡本,  船津,  島本 :“画像からの距離情報推定手法の一提案, ” 映
情学年次大,   14C-4 （2018）

（4）  梶山,  菊地,  船津,  宮下,  島本 :“8K240fpsスロー再生装置の開
発, ” 映情学年次大,   31C-3 （2018）

（5）  為村,  峰尾,  宮川,  難波,  大竹,  久保田：“キャップ効果による横
方向成長を利用した結晶性および表面平坦性に優れた結晶セレン
膜の作製,  ” 第65回応物春季予稿集,  17p-P3-1（2018）

（6）  為村,  峰尾,  本田,  新井,  渡部,  宮川,  難波,  大竹,  久保田：“二
段階加熱による結晶化法を適用した結晶セレン膜積層型8Kセン
サーの画素欠陥の低減, ” 映情学年次大，12C-4（2018）

（7）  新井,  大竹：“光電変換膜積層型8K撮像デバイス用3Tr.型画素回路
の暗電流評価,  ” 映情学年次大，12C-5（2018）

2.3　ディスプレー

　大画面シート型ディスプレーの研究や、フルスペック8K映像
を表示可能な各種ディスプレーの開発を進めている。

■ シート型ディスプレーの研究
　臨場感あふれる8Kの映像を家庭で手軽に楽しめるよう、薄く
て軽く、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。2018年度は、厚さ数ミリの薄板ガラスを用い
た画面サイズ88インチの8Kシート型ディスプレーを開発し、
技研公開2018、IBC2018をはじめ、国内外の様々なイベント
において展示した（図2-6）。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。

■ フルスペック8K液晶ディスプレー
　中継車等に搭載可能なサイズのフルスペック8K液晶ディス
プレーの開発を進めている。2018年度は、31.5型で、HDR・
広色域・フレーム周波数120Hz映像を表示可能なディスプレー
（図2-7）をシャープ(株)と共同で開発した。映像信号用インター
フェースはU-SDIとし、LEDバックライトの発光量を領域ごと
に制御することでコントラストを高める手法（ローカルディミ
ング）の領域分割数を増やすことで、従来よりも高画質なHDR
表示を実現した。

図2-6　88インチの8Kシート型有機ELディスプレー 図2-7　フルスペック8K液晶ディスプレー

図2-5　デバイスの暗電流特性
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■ フルスペック8Kプロジェクター
　フルスペック8K映像の大画面視聴を実現するために、赤・
緑・青の半導体レーザーを光源とし、HDR・広色域・フレーム
周波数120Hz映像を表示可能な8Kプロジェクター（図2-8）を
開発している。2018年度は、レーザー光源の強い相互干渉性
に起因するスペックルノイズ（干渉によるスクリーン上での局
所的な明暗変化）を低減させる画質改善を進めた。スペックル
ノイズパターンは偏光方向に依存する。そこで、プロジェクタ
ーの出力光の偏光方向を変化させる光学系を用い、ノイズパタ
ーンを時間的に変化させることで、知覚されるスペックルノイ
ズを従来の約7割に低減した。

2.4　音響

　音響分野では、8Kスーパーハイビジョンの22.2マルチチャ
ンネル音響（22.2ch音響）、次世代音声サービスの研究開発なら
びに国内外の標準化を進めている。

■ 適応ダウンミックス装置の開発
　22.2ch音響の番組を、2chステレオや5.1chの番組と同時に、
かつ効率的に制作することを目的に、適応ダウンミックスの研
究を進めている。2018年度はダウンミックス時の音色を補正
するコヒーレンスコントロール（1）とラウドネス値を補正するラ
ウドネスチェイス（2）を組み合わせて、リアルタイム処理が可能
な適応ダウンミックス装置を開発した。

■ 22.2ch音響の家庭再生技術
　家庭で22.2ch音響を楽しむための再生技術の研究を進めて
いる。2018年度は、ラインアレースピーカを用いたトランスオ
ーラル再生法（3）について、チャンネルごとの分割制御とそれに
最適化した再生制御器の設計アルゴリズムを開発し（4）、信号処
理装置に実装した。本装置はシャープ（株）と共同で開発した。

■ 次世代音声サービス
　地上テレビジョン放送の高度化に向けた次世代音声サービス
の検討を進めている。2018年度は、番組音声における音素材
の構成や再生時の位置情報などを記述する音響メタデータであ
る音響定義モデル（S-ADM: Serial-Audio Definition Model, 
ITU-R BS.2076-1）と音声信号を同期させ、デジタル音声イン
ターフェースでMPEG-H 3D Audio（5）符号化装置に出力する機
能を追加した。さらに、MPEG-H 3D Audioのリアルタイム音
声符号化・復号装置（6）を開発した。その結果、S-ADMによるメ
タデータ制御機能、オブジェクト制御機能、レンダリング機能
を実現できた。
　この研究は、フラウンホーファー集積回路研究所（ドイツ）と
協力して実施した。

■ 音響デバイス
　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の
研究を進めている。2018年度は低周波数帯域や拡散雑音環境
下での性能向上を目指し、マイクロホン内部にサブアレーを設
け、信号処理と組み合わせて目的音をより明瞭に収録可能なマ
イクロホンの開発を進めた（7）。
　また、家庭用22.2ch音響スピーカの実用化を目的として、圧
電性の電気音響変換フィルムを用いた薄型スピーカ用の8chス
イッチングアンプを開発した（図2-11）。この研究は、富士フイ
ルム（株）と協力して実施した。

図2-9　ラウドネスチェイス装置

図2-10　家庭再生向け22.2ch音響信号処理装置 図2-11　薄型スピーカ用8chスイッチングアンプ

図2-8　フルスペック8Kプロジェクター
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■ 標準化
　22.2ch音響システムの普及促進ならびに次世代音声サービ
スの実現に向けて、国内外の標準化を進めている。
　ITU-Rにおいて、S-ADMの新勧告ITU-R BS.2125を策定し
た。また、評価実験の結果（8）に基づき、音声符号化方式に関連
する勧告ITU-R BS.1548-6, BS.1196-7, BS.1872-2に、
22.2ch音響の素材伝送で使用するMPEG-4 AACの所要ビット
レートを追加した。22.2ch音響を含む三次元音響方式の室内音
響調整法をまとめた新レポートITU-R BS.2419-0と、放送番
組をネット配信する際のラウドネス値の規格や事例をまとめた
レポートITU-R BS.2434-0を策定し、8K映像付き22.2ch音響
システムの主観評価法に関する新勧告草案を作成した。
　SMPTE（Society of Motion Picture and Television 
Engineers）において、既存のデジタル音声インターフェースに
よるS-ADMの伝送規格ST2116の草案を更新した。
　EBU （European Broadcasting Union）において、オブジェ
クトベース音響で用いるADM専用のレンダラーの勧告Tech 
3388の作成に寄与するとともに、提案方式を含む複数のレン
ダラーの性能を主観評価し、レポートTR043の作成に寄与し
た。また、音響定義モデルADMの番組制作用プロファイルの勧
告Tech 3392を策定した。
　ARIBにおいて、22.2ch音響の制作ガイドラインの技術資料
TR-B44を策定した。また、SMPTE ST2110に基づくIP制作
インターフェースの新標準規格草案を作成した。
　（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）において、マルチチャンネル音響システムの一般的な
チャンネルアサインメントの規格（IEC 62574）について、
22.2ch音響を含む様々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。また、MPEG-4 AACによる22.2ch音響の

信号を伝送する規格（IEC 61937-11）を策定した。CTA
（Consumer Technology Association）において、HDMIで
MPEG-4 AACによる22.2ch音響の信号を伝送する規格（CTA-
861.5）を改訂した。AES（Audio Engineering Society）では、
インターネットでストリーム配信される放送番組のラウドネス
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標準規格化に寄与した。

〔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）  杉本,  小森：“22.2マルチチャンネル音響放送のためのラウドネス

チェイス装置, ” 音響学会秋季講演論文集，2-1-14（2018）
（3）  松井，菅谷，足立:“出力追従制御を応用したトランスオーラル再生

制御器の設計, ” 音響学会誌, Vol.73. No. 5（2017）
（4）  A. Ito, K. Matsui, K. Ono, H. Hattori, T. Suenaga, K. Iwauchi, 

and S. Adachi: “Design and implementation of binaural 
reproduction controller applying output tracking control,” Audio 
Engineering Society Convention paper 10121(2018)

（5）  ISO/IEC 23008-3:2015/AMD3:2017（2017）
（6）  杉本，青木，長谷川，小森：“MPEG-H 3D Audioを用いたリアル

タイム符号化・復号装置の開発，”音響学会秋季講演論文集，2-1-
13（2018）

（7）  Y. Sasaki and K. Ono: “Shotgun microphone with high directivity 
by extra-long acoustic tube and digital noise reduction,” Audio 
Engineering Society Convention paper 10097(2018)

（8）  S. Kitajima, T. Sugimoto, S. Oode, T. Komori and  J. Urano ： 
“Required Bit Rate of MPEG-4 AAC for 22.2 Multichannel 
Sound Contribution and Distribution,” Audio Engineering 
Society Convention paper 10078(2018)

2.5　符号化

　8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化、地上放送の実現
などを目指し、映像符号化の研究を進めている。

■ 8K 120Hz HEVCエンコーダーの性能向上
　フレーム周波数119.88Hz（以下、120Hz）の8K映像をHEVC
（High Efficiency Video Coding）方式で符号化するエンコーダ
ーを試作し、技研公開2018で展示した。2018年度は符号化制
御の改善による画質向上と、TS over IP（SMPTE ST 2022-2）
に対応したインターフェースを開発し、ビットレートの改善を
図った。TS over IPを備えることで、ビットレートを最大
480Mbpsまで拡張するとともに、多様な伝送路で高画質な8K 
120Hz映像の伝送が可能となった（図2-12）。
　エンコーダーには、8K 120Hz映像の符号化に先立って、ダ
ウンコンバートした4K 59.94Hz（以下60Hz）映像を符号化し
て符号化制御に用いる準2パス符号化技術を導入した。この技
術では、1フレームの映像内で符号化難易度の高い領域やスラ
イス境界など、符号化劣化の目立つおそれがある領域の検出結
果を利用して8K 120Hz映像を符号化する際のビット量を割り
当てる符号化制御を行う。この制御による改善効果をPSNR
（Peak Signal-to-Noise Ratio）により評価し、テスト画像で約

2.5dBの改善が得られるなど、100Mbps程度のビットレートに
おける符号化画質が向上することを確認した（1）。これらの研究
は（株）富士通研究所と共同で実施した。

■ 120Hz後方互換映像の評価
　デジタル放送における映像信号の符号化方式等を規定する

図2-12　8K120Hz HEVC符号化装置
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ARIB標準規格 STD-B32では120Hzと60Hzが両立可能なスト
リーム構造が採用されており、120Hz放送が行われた場合、
60Hzのみに対応した受信機では120Hz映像からフレーム間引
きした映像が復号、表示される（後方互換性）。フレーム間引き
によるストロボ効果の画質劣化について非専門家による主観評
価実験で検証したところ、明確な画質劣化は確認されず、動き
の速い映像では、60Hzシステムで制作された映像より主観画
質が向上する可能性も示された（2）。

■ 8Kファイルフォーマットの開発および標準化
　放送局内で8Kコンテンツのやり取りをファイルベース運用
により実現するため、8Kファイルベース記録の研究を進めてい
る。2018年度は、送出や番組交換およびアーカイブに適用す
るファイルフォーマットの符号化パラメータの検討と、検証用
のHEVCデコーダーの試作を進めた（図2-13）。
　符号化パラメータの検討では、3回程度の繰り返しを含む符
号化実験により、ビットレートやGOP（Group Of Pictures）長
に対するPSNR値を調べ、ビットレートやGOP長に対する画質
劣化の程度を確認した。
　また、ファイルフォーマットの標準化に向け、新たにARIBに
立ち上げられた4K8KファイルフォーマットJTGに参画し、要
求条件を策定した。

■ 次世代映像符号化方式の開発と標準化
　次世代地上テレビジョン放送の実現に向け、高効率な符号化
技術の開発を行っている。画面内予測の要素技術として、符号
化順制御による画面内予測の改善手法と、予測画素生成時に参
照信号からの距離に応じて、予測信号に適用するフィルタを変
更する予測精度改善手法、また、色差信号の予測モードに応じ
た直交変換の適応制御手法を開発した（3）（4）。画面間予測の要素
技術としては、隣接する動きベクトルを利用して滑らかに補間
する手法や、特定の方向から外挿補間する手法を開発した。さ
らに、輝度値に応じてフィルタ強度を変更するデブロッキング
フィルタの開発、画面内予測と画面間予測を併用して予測画像
を生成する際に直交変換を変更する手法を開発した（5）。これら
の技術を、ITU-TおよびISO/IECの国際標準化作業班JVETで標
準化が開始された次世代映像符号化方式VVC（Versatile Video 
Coding）の要素技術として提案した。提案したデブロッキング
フィルタの改善手法は作業文書案JVET-L0414に採用された。
また標準化における技術評価のための共通実験条件の策定に寄

与し、HDR映像の符号化に関する条件の策定を行った（6）。
　また、国際標準化作業班JCT-VCおいて、HEVCのコーデック
開発で産業上求められる実用的な映像フォーマットやインターフ
ェースなどの組み合わせを示すガイドライン作成に貢献した（7）。

■ 機械学習や超解像を応用した符号化と 
　評価手法の開発
　映像符号化の画面内予測モード決定を高速化するために、機
械学習の適用を検討した。計算負荷が高いレート歪最適化を用
いた予測モード決定手法に代わり、符号化対象のブロック近傍
の画素情報と、隣接するブロックに適用した画面内予測モード
とを入力とした畳み込みニューラルネットワークの構成法を検
討した。さらに、ニューラルネットワークの演算負荷低減のた
め、パラメータ数の少ない複数種類のニューラルネットワーク
を、画面内予測モードの頻出度に応じて多段階に切り替えなが
ら適用した。これにより、符号化効率の低下を抑制しつつ、演算
量の低減を確認した。以上の研究は明治大学と共同で実施した。
　超解像技術とぼやけ技術を用いた画面間予測技術を開発した
（図2-14）。従来の動画像符号化方式では、過去と現在の局部復
号画像間で画面間予測を行う。そのため、カメラを振ったとき
（カメラパン）などの映像では、カメラセンサーの電荷蓄積効果
の影響により、静止時には解像度は高く、大きな動きを伴う際
に解像度が低下する。このような画面間の解像度変動は、画面
間予測における参照信号と符号化対象信号の解像度の違いとな
って予測効率の低下を引き起こす。この現象に着目し、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処理と
ウェーブレット分解を用いたぼやけ処理を適用した。画面間予
測における従来の予測参照信号に加え、超解像処理とぼやけ処
理を施した画像信号を予測参照候補に用いることで、カメラパ
ンや画面内オブジェクトの局所的な動きなどを含む動画像にお
いて、高い符号化画質が得られることを示した（8）。
　HLG（Hybrid Log-Gamma）方式によるHDR画像符号化に適
した客観評価指標の検討を進めた。これまでHDR画像用の客観
評価指標は、PQ（Perceptual Quantizer）方式に代表される視
覚システムを考慮したガンマカーブを適用した符号化画像に対
して検討されてきた。これらとガンマカーブの性質が大きく異

図2-14　動画像符号化の処理ブロック図
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図2-13　試作したデコード装置の外観
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なるHLG方式について、符号化画像の主観評価実験の結果と、
様々な客観評価指標の計算値との相関等を調査した。その結
果、HLG方式のガンマカーブを用いた客観評価指標が最も優
れ、これまでの検討で優れていた客観指標であっても、HLG方
式の画像符号化には適さない場合があることを確認した（9）。こ
の研究は、ポンペウ・ファブラ大学と連携して進めた。

■ 符号化前処理装置の開発
　符号化劣化が現れやすい動画像が入力された場合の映像破綻
を抑制するために、符号化の前処理として雑音除去と帯域制限
を行う映像処理装置（10）のパラメータを自動制御する技術を開
発、実装し、映像処理装置の性能を改善した。この技術は、入
力動画像をウェーブレットパケット分解した最高周波数帯域成
分が、雑音や強いエッジ成分であることに着目して、そのレベ
ルから雑音除去量と帯域制限量を制御する。開発した装置を東
京・名古屋地区での地上テレビジョン放送の高度化技術の伝送
実験に用いて、映像破綻の抑制および総合的な放送品質向上を
実証した。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）  千田，雷，岩崎，杉藤，三好，上原，井口，神田:“8K120Hz HEVC

リアルタイムコーデック装置の開発，” 映情学年次大，22C-1
（2018）

（2）  三浦，千田，市ヶ谷，神田，瀧口，西田:“ HFR (High Frame Rate) 

放送における後方互換性の検討, ” 信学総大，D-11-1（2019）
（3）  岩村，根本，井口，市ヶ谷ほか:“ Description of SDR and HDR 

video coding technology proposal by NHK and Sharp，” 
JVET-J0027(2018)

（4）  岩村，根本，市ヶ谷: “CE6-related: Implicit transform selection 
for Multi directional LM，” JVET-M0480(2019)

（5）  岩村，根本，市ヶ谷: “CE6-related: Implicit transform selection 
for Multi-hypothesis inter-intra mode，” JVET-M0482(2019)

（6）  A. Segall, E. François, S. Iwamura, D. Rusanovskyy : “JVET 
common test conditions and evaluation procedures for HDR/
WCG video,” JVET-L1011(2018)

（7）  Y. Syed, A. Ichigaya, C. Seeger : “Baseband Signalling 
Specifications Carriage of Usage of Video Signal Coding 
Types,” JCTVC-AH0022(2019)

（8）  Y. Matsuo, A. Ichigaya, K. Kanda：“Super-Resolved and Blurred 
Decoded Pictures for Improving Coding Efficiency in Inter-
Frame Prediction,” Proceedings of IEEE ICFSP, pp.120-124 
(2018)

（9）  Y. Sugito and M. Bertalmío, “Performance Evaluation of 
Objective Quality Metrics on HLG-Based Image Coding,”2018 
IEEE Global Conference on Signal and Information Processing 
(GlobalSIP), Anaheim, US, pp.96-100 (2018).

（10）  Y. Matsuo, K. Iguchi, K. Kanda：“Pre-Processing Equipment 
of 8K Video Codec with Low-Pass Filter ing and Noise 
Reduction Functions，”Proceedings of IEEE ISSPIT, Smart 
and Sustainable Communities (2018)

2.6　メディアトランスポート技術

　 新4K8K衛 星 放 送 に 採 用 さ れ たMMT（MPEG Media 
Transport）技術を基礎に、次世代地上テレビジョン放送に向け
た多重伝送方式、IPマルチキャスト配信の実証実験、および3
次元空間情報の伝送技術など、放送・通信といった伝送路を区
別しないサービスの実現と新たな視聴体験の創出を目指したコ
ンテンツ多重技術の研究開発を進めている。

■ 次世代地上テレビジョン放送の多重伝送方式
　次世代地上テレビジョン放送の実現に向け、2017年度まで
に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）区間のIP伝送方式を検討し、再多
重化装置を試作した。2018年度は再多重化装置を用いた検証
実験を行い、検討方式の有効性を確認した。実験は、名古屋地
区に開局した次世代地上放送の東山および鍋田実験試験局を使
用して実施した。再多重化装置（東山）と次世代地上放送の変調
装置（鍋田）を商用IP回線で接続し、次世代地上放送の送信信号
を伝送した。その結果、伝送信号に含まれる制御情報を用いた
同期制御を行うことでSFN構築が可能なことを確認できた。ま
た、再多重化装置の実用化に向けて信頼性・運用性を改善する
ために、複数の回線事業者のIP回線を併用することによりSTL
区間の信頼性を向上する回線冗長化装置、ならびに運用性を向
上する回線状態監視装置を開発した。
　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」を受託して実施した。

■ IPマルチキャスト配信の実証実験
　4K・8Kコンテンツ配信の普及促進を図るために、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。検証実験は、福井県内のスタジアムから複数チャンネルの
ライブ映像を東京のIX（Internet Exchange）事業者にアップリ
ンクし、IX設備を介して全国9社のケーブルテレビ事業者へ同
時配信した。実験の結果、受信点で観測したパケットのジッタ
ー等の定量的な伝送品質に問題はなく、ケーブルテレビ事業者
が所有する既存のIX接続回線を使用して、4K・8Kコンテンツ
の全国規模の同時・多チャンネル配信ができることを確認した。

■ 3次元空間情報の伝送技術
　将来のダイバースビジョンを見据えた3次元空間情報伝送技
術の研究を開始した。3次元空間内のオブジェクトの動き情報
をテレビジョン放送の映像・音声と同じ時間軸でリアルタイム
に通信回線で伝送し、タブレット端末の画面を通したAR
（Augmented Reality、拡張現実）による同期視聴できるシステ
ム（1,2）を開発した。技研公開2018では、NHKのキャラクター

「どーもくん」とその仲間たちが空想世界のスタジアム内でレー
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スを繰り広げるコンテンツ「どーもくんのどたばたレース」を展
示した。この展示は、スタジアム全体のレースを表示するテレ
ビ映像と、ARによる自由視点のレースが表示された手元のタブ
レット端末が同期した映像を提供できる。視聴者一人ひとりが

カメラマンになった感覚で、手元のタブレット端末でテレビ画
面に映らない場所を見たり、好きなキャラクターを追いかけた
りするなど、放送とARによる新たな視聴体験ができる。本シス
テムは、7月の「オホーツク未来フェス」（北海道北見市）、10月
の「佐賀さいこうフェス」（佐賀県佐賀市）、11月の「瀬戸デジタ
ルまつり」（愛知県瀬戸市）など各地のイベントで展示した。

〔参考文献〕
（1）  Y. Kawamura and K. Otsuki: “3D Free-viewpoint Augmented 

Reality on a Second Display Synchronized with a Broadcast 
Program,”Proceedings of ICCIP(2018)

（2）  河村，大槻:“放送番組と同期するARコンテンツのストリーミング
型配信の試作,”映情学技報, vol.42, no.41, BCT2018-93, 2018, 
p.49-54 (2018)

2.7　衛星放送伝送技術

　BS放送や新4K8K衛星放送を提供する12GHz帯衛星放送の
性能向上に取り組むとともに、将来の新しい放送サービスのた
めの有力な伝送路である21GHz帯衛星放送などの次世代衛星
放送の研究を進めている。

■ 12GHz帯衛星放送の研究
　NHK技研が研究･開発した伝送方式であるISDB-S3を採用し
た新4K8K衛星放送が2018年12月1日に開始された。新4K8K
衛星放送の開始前に、2017年に打ち上げられた放送衛星
BSAT-4aによる16APSK（Amplitude Phase Shift Keying）の
伝送特性を評価した。評価の結果、所要C/N（Carrier to Noise 
Ratio）=12.2dBの良好な伝送特性が得られることを確認した。
　ISDB-S3の更なる活用に向けた、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た、衛星送信出力の高出
力化を検討している。高出力化に際して、外国への電波干渉に
つながる衛星搭載アンテナのサイドローブを抑圧する必要があ
り、主反射鏡を超楕円形状として開口面積を広げた鏡面修整ア
ンテナを設計した。衛星構体への搭載性を考慮し、開口径2.5m
のオフセットグレゴリアン型により、サイドローブが約3dB低
減できることを確認した。また、所要C/Nが低い変調方式によ
る衛星放送の簡易受信を想定し、受信アンテナの設置の際に仰
角の調整が不要な12GHz帯衛星放送用小型平面受信アンテナ
を設計した。パッチアンテナを素子とし、各素子への給電に位
相差を持たせるアレー構成とすることで、約10cm四方の開口
で、仰角39度、最大利得16dBi、半値角22度が得られた。

■ 次世代衛星放送の研究
　BSAT-4aに搭載された21GHz帯中継器を利用して、
300MHz級広帯域信号の衛星伝送実験を実施した。広帯域信号
を、試作した変復調装置で折り返した「中間周波数（IF; Inter-
mediate Frequency）信号折り返し」、送信地球局設備で折り返
した「地球局折り返し」、BSAT-4aを経由した「衛星折り返し」の
それぞれの伝送系統について、変調方式（QPSK、8PSK）およ
びLDPC（Low Density Parity Check）符号化率をパラメータと
したC/N対BER特性を評価した（図2-16）。変調方式QPSKのと

きのIF折り返しに対する衛星折り返しの所要C/Nの劣化量は
1.0dB、8PSKでは1.8 ～ 2.2dBであり、本実験によりBSAT-
4aによる伝送可能な情報ビットレートと所要C/Nの関係を明
らかにした。また、世界で初めて21GHz帯放送衛星を利用した
4Kおよび8Kの多重伝送実験を実施した（図2-17）（1）。
　21GHz帯の降雨減衰特性評価のため、NHK技研屋上に設置
した開口径1.5mの21GHz帯受信用パラボラアンテナを用い
て、BSAT-4aから常時送信されている左旋円偏波のビーコン信
号の長期観測を2018年4月から開始した。また、地域による
21GHz帯降雨減衰特性を評価するため、NHK福岡放送局に
21GHz帯降雨減衰モニタ局を整備した。
　BSAT-4aを利用した21GHz帯広帯域伝送用の変調/復調器
について、IP信号を変調/復調器へ入出力するインターフェース
装置を試作した。本装置により21GHz帯広帯域伝送でMMT信
号などIP信号の衛星伝送が可能となった。
　21GHz帯アレー給電反射鏡アンテナを用いた空間合成によ

図2-15　どーもくんのどたばたレース

図2-16　21GHz帯衛星伝送時の所要C/N対 
情報ビットレート（試作変復調装置による特性）
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る衛星送信出力の高出力化を検討している。6素子のホーンアン

テナを回転対称に配置するシーケンシャルアレー構造の鏡面修
整二枚鏡アンテナを設計し、27dB以上の交差偏波識別度で国内
の主たる地域に約37dBiの利得が得られることを確認した。
　衛星伝送の更なる大容量化を目的として、集合分割法に基づ
く64APSK符号化変調を実装した送信/受信装置を試作し、白
色雑音下における性能を評価した。試作機は、34.5MHzの衛星
中継器帯域幅で最大158.6Mbpsの伝送ができ、計算機シミュ
レーションとの比較により、ハードウェアによる固定劣化が所
要C/Nで約1.0dBと良好な伝送特性であることを確認した。

〔参考文献〕
（1）  鈴木，筋誡，小泉，長坂，小島，岩崎，田中，中澤，山崎：“NHK

技研公開2018における21GHz帯広帯域衛星伝送実験の実施速
報，”信学技報， Vol.118, No.136, SAT2018-14, 2018, p.19-23

2.8　地上放送伝送技術

　地上波による4K・8K放送の実現に向け、地上放送高度化方
式の特性評価や改良、大規模野外実験とともに、現在検討して
いるFDM（Frequency Division Multiplexing）を用いた高度化
方式とは異なるTDM（Time Division Multiplexing）などの方式
の研究開発、第5世代移動通信システム（5G）の放送利用の調査
などの国際連携を進めた。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」
として、ソニー㈱、パナソニック㈱、東京理科大学、㈱NHKア
イテックとともに受託し、実施した。

■ 地上放送高度化方式の特性評価と 
　改良技術の検討 
　2018年度は2017年度に試作した地上放送高度化方式の変
復調装置を用いて、室内実験により特性を評価した。高度化方
式はLDPC（Low Density Parity Check）符号や不均一コンスタ
レーションの導入による高耐性化と、新たな信号構造による伝
送容量の増加により、現行の地上デジタル放送方式ISDB-Tと比
べて、同じ所要C/Nでは伝送容量を約10Mbps増加でき、同じ
伝送容量では所要C/Nを約7dB低減できることを明らかにし
た（1）（図2-18）。さらに、実際のSFN環境を模擬した室内実験の
結果、高度化方式はISDB-TよりSFNによる所要C/N劣化量を
2.7dB程度低減できることを確認した（2）。
　また、2017年度までに策定した地上放送高度化方式の改善
を進めた。2018年度は伝送制御信号であるTMCC（Trans-
mission and Multiplexing Configuration Control）信号の伝送
を高耐性化する手法を提案し、計算機シミュレーションによる
評価、およびハードウェア実装を行った。従来のTMCC信号伝
送には、キャリア変調方式を差動BPSK（Binary Phase Shift 
Keying）とし、時間方向に隣接した信号を差動基準信号として
いた。提案手法は、周波数方向に隣接した信号を差動基準信号
とすることで、伝送路の時間変動による特性劣化を軽減した。
併せて、時間インターリーブ効果を得るために、TMCC信号を
セグメント番号に基づいたシフト量だけ時間方向に巡回シフト
させた。これらの2つの要素技術を適用したことで、移動受信
環境における速度耐性の向上を確認した（3）（図2-19）。
　さらに、データ信号伝送の改善技術として提案した巡回シフ

ト周波数インターリーブの効果を室内実験により評価した。従
来方式では階層間のSP（Scattered Pilot）信号配置に応じて、2

図2-17　21GHz帯衛星伝送実験時の受信信号スペクトラム

図2-18　所要C/Nと伝送容量の関係
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種類の周波数インターリーブを使い分ける必要があったが、提
案手法により同等の受信特性を確保しつつ、1種類の周波数イ
ンターリーブに置き換えられることを確認した。

■ 地上放送高度化方式以外の検討
　欧州や米国の放送方式で用いられている、TDMやLDM
（Layered Division Multiplexing）による階層伝送の研究を進め
た。TDMについては、同期再生アルゴリズムや、FDMにはな
いプリアンブル信号の伝送方法を検討した。また、TDMとFDM
の性能を比較するために、FDMと同じサンプリング周波数、信
号帯域幅を有するTDMの変復調装置を試作した。LDMについ
ては、2017年度に試作した変復調装置を用いて、FDMの部分
受信階層にLDMを適用する場合の移動受信特性を室内実験で
評価し、その有効性を確認した（4）。また、LDMで伝送された複
数の階層からなる受信信号を一括して復調する際に、特性を改
善できるグレイ符号化の機能を有する変復調装置を試作した。
　また、一定の伝送容量を確保することに主眼を置いた場合に、
帯域幅を拡大し、変調多値数と誤り訂正の符号化率を下げるこ
とで、干渉耐性の向上を図る広帯域地上放送方式についても研
究を進めた。隣接する放送区域同士で異なる番組を放送するこ
とを想定し、干渉に対する耐性を計算機シミュレーションによ
り評価した。その結果、希望波と等しい電力の干渉波を受信し
た場合でも正常に受信できることがわかった。

■ 実験試験局整備と野外実験による 
　地上放送高度化方式評価
　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」において、2018年度は東京地区および名古屋地
区に大規模実験環境を構築した（表2-1、図2-20）。実験試験局
の電波が既存の他の無線局等に影響を与えないことを確認しな
がら、約1か月の期間で送信電力を段階的に所定の送信電力ま
で増力した。東山および鍋田実験試験局については2018年11
月に、芝実験試験局については2018年12月に免許状が交付さ
れた。免許状交付日以降、2017年度に開発した高度化方式の
変復調装置を用いて野外実験を実施した。
　東京地区では、芝実験試験局から送信した高度化方式の信号
を、受信アンテナ高10mで受信した。測定地点では電界強度や
ビット誤り率特性の他、開発した信号解析装置（5）で伝送路応答
を取得した。41地点で測定し、マルチパスによる所要受信電力
の劣化量、水平偏波と垂直偏波の受信電力比などを分析した。
　名古屋地区では親局（東山）と中継局（鍋田）を用いてSFN受
信実験を実施した。親局と中継局の電波到来角度差が異なる複
数の測定地点において、親局と中継局の受信電力比（D/U）や遅
延量を変化させながらSFN波による受信特性の劣化量を測定
し、室内実験結果と比較した。さらに、名古屋地区では移動受

信実験を実施した。東山実験試験局の放送エリア内を測定車に
て約350km走行し、電界強度の調査および受信特性の評価を行
った（6）。受信アンテナの本数を増やしたダイバーシティ受信の
評価では、受信アンテナを4本とすることで、走行速度が速い
場合に生じる劣化の影響が軽減されることを確認した。また、
1本の受信アンテナの場合に比べて、10dB以上のダイバーシテ
ィ利得が得られることを確認した（図2-21）。

■ 国際連携
　ITU-R WP6A（地上放送）会合では、地上デジタルテレビ放送
の高度化のためのネットワークプランニングと伝送方法のレポ
ートの作成を進めている。2018年度は、伝送容量を拡大する
偏波MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）、伝送耐性を強め
るLDPC符号、不均一コンスタレーションなどの情報の追加を
提案した。
　世界の放送事業者・標準化機関等が集まるFOBTV（Future of 
Broadcast Television）会合が、NAB Show 2018、IBC2018
の会場内で開催された。各会合に参加して次世代放送の最新動
向を調査した。また、韓国の研究機関ETRI（Electronics and 
Telecommunications Research Institute）が韓国・済州島で
実施した地上波による放送・通信連携実験を調査した。
　ARIBのDiBEG（Digital Broadcasting Experts Group）活動

表2-1　実験試験局の送信諸元

東京地区 名古屋地区
局名 芝 東山（親局） 鍋田（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

偏波 水平、垂直（偏波多重MIMO）
送信出力 各偏波1kW 各偏波1kW 各偏波10W

信号帯域幅 5.83MHz

図2-20　実験試験局の送信アンテナ、実験エリアの目安
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図2-21　ダイバーシティ受信の効果
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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。
　次世代地上放送に向けた検討の一環として、5Gの放送利用に
関する検討をEBUと連携して実施している。2018年度は、5G
の標準化を行う3GPP（3rd Generation Partnership Project）
会合に参加し、動向を調査した。

〔参考文献〕
（1）  山上，佐藤，蔀，井地口，宮坂，朝倉，白井，竹内，中村，岡野，

村山，土田：“地上放送高度化方式に対応した変復調装置の評価（1）
-AWGN環境での性能評価-，”映情学年次大，33D-1（2018）

（2）  井地口，佐藤，山上，宮坂，朝倉，白井，蔀，竹内，中村，岡野，

村山，土田：“地上放送高度化方式に対応した変復調装置の評価（2）
-SFN環境での性能評価-，”映情学年次大，33D-2（2018）

（3）  宮坂，佐藤，朝倉，蔀，竹内，中村，土田:“次世代地上放送の暫定
仕様における高耐性TMCC信号伝送の一検討，” 映情学技報，
Vol.42， No.36，pp.69-72（2018）

（4）  佐藤，井地口，山上，宮坂，朝倉，蔀，白井，竹内，中村，岡野，
村山，土田，中原:“FDMとLDMを組合せた階層伝送方式の移動受
信特性評価，” 映情学年次大，21C-2（2018）

（5）  井地口，朝倉，川島，佐藤，竹内，中村:“地上放送高度化方式に対
応した信号解析装置の開発，” 映情学技報， BCT2019-36（2019）

（6）  宮坂，竹内，中村，土田:“地上放送高度化方式における移動受信特
性の評価，” 信学総大，B-5-117（2019）

2.9　番組素材伝送技術

　4K・8Kによる緊急報道やスポーツ中継などのライブ放送に
おける番組制作での活用を目指して、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）や
ミリ波帯のワイヤレスカメラの研究開発を進めている。

■ 1.2/2.3GHz帯移動中継用4K・8K -FPU
　1.2/2.3GHz帯を使って4K・8K移動中継を実現するため、
TDD（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標準化に寄与した（1）（2）。
　2018年度は、伝送特性の向上を目指して、適応送信制御
MIMOシステムの機能改善を実施した。障害物が多い都市部に
おいて長遅延マルチパス反射波の影響で伝送特性が劣化する課
題を克服するため、OFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）信号のガードインターバル長を従来の6μsから
18μsまで拡大する伝送パラメータを設計した。また、さらな
る伝送容量の拡大を目指して、OFDM信号の1キャリアあたり
に割り当てる情報量を従来の16ビットから20ビットに拡大す
る実験装置を試作した（図2-22）。移動伝送時のように伝搬環境
が時間変動する場合でも、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（3）

を用いることで、最大約180Mbpsの伝送容量を実現した。
　標準化活動として、2020年の実用化に向けて総務省の情報
通信審議会における1.2/2.3GHz帯FPU高度化に関する技術基
準の策定とARIBの標準規格案策定に寄与した。

■ ミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラ
　4K・8K番組制作における映像の伝送が可能な42GHz帯の電
波を用いるワイヤレスカメラの研究を進めた。
　伝送方式として、一般的に電力増幅器のひずみの影響を受け
にくく電力効率に優れたSC-FDE （Single-Carrier - Frequency 
Domain Equalization）方式の検討を進めている。2018年度は、
SC-FDE方式を適用した小型送信機（図2-23）を試作し（4）、無線
伝送実験を行った。試作した小型送信機は、送信周波数
42GHz、チャネル帯域幅125MHz、送信電力200mWであり、
変調方式32APSK、畳み込み符号による誤り訂正符号化率1/2
で185Mbpsの伝送容量を実現した。また、SC-FDE方式の伝
送特性の改善に関する検討を進め、復調時の伝送路推定に用い
るパイロット信号とデータ信号の最適な電力比を明らかにする
とともに（5）、周波数領域等化の性能を改善した（6）。

■ イーサネットRoF
　無線伝送されてきた映像・音声などの信号をイーサネットで
伝送するイーサネットRoF（Radio over Fiber）の研究を進め、
2018年度はミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラの受信基地局の
接続を簡単にするイーサネットIF伝送装置を開発した（図2-24）。
　ワイヤレスカメラが移動しても安定に受信するためには、複

図2-22　試作した移動中継用4K・8K-FPU制御部 図2-23　試作したミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラ小型送信機
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数の受信基地局で受信した信号を使って復調することが有効で
ある。従来のアナログ方式の光伝送装置では、各受信基地局ま
での光ファイバーの敷設や信号のレベル調整が必要であった。
イーサネットRoFでは、受信信号をデジタル化しLAN（Local 
Area Network）で伝送できるため、ケーブルをハブに接続する
だけで簡単に設置でき、信号のレベル調整も不要である。
　無線信号をデジタル化して伝送するためには、送信側と受信
側の装置のサンプリングクロックを正確に同期させる必要があ
る。本装置は、デジタル化した無線信号を送るパケットの送受信
タイミングを利用して、短時間に高精度でサンプリングクロッ
クの誤差を修正することができる。このため、送信側と受信側を
ケーブルで接続した後すぐに伝送を開始できる特長を持つ。
　イーサネットIF伝送装置の有効性を検証するため、3つの受

信基地局を用いたワイヤレスカメラシステムを距離約100mの
周回型の地下駐車場に構築した実験を行った。その結果、ワイ
ヤレスカメラが地下駐車場を周回移動しても途切れることなく
正常にカメラ映像を伝送できることを確認した。

〔参考文献〕
（1）  F. Ito, F. Uzawa, K. Mitsuyama and N. Iai: “Field Trial of 4×

4 TDD-SVD-MIMO System with Rank Adaptation,” (IEEE 
GLOBECOM 2018), Technical Session: WCS-I5-Wireless 
communication-5 (2018)

（2）  伊藤，鵜澤，光山，居相：“4×4 TDD-SVD-MIMOシステムによ
る8K映像の移動伝送実験，” 映情学技報， Vol.42, No.36, 
BCT2018-85， pp.73-76（2018）

（3）  鵜澤，伊藤，光山，居相：“次世代移動中継用FPUにおけるレート
マッチング機能の実装，” 革新的無線通信技術に関する横断型研
究会（MIKA2018），P2-2（2018）

（4）  松崎，山岸，山里，岡部，居相:“ミリ波SHVワイヤレスカメラ小
型送信機の開発，” 映情学技報， Vol.43, No.10, BCT2019-42, 
pp. 25-28 (2019)

（5）  山岸，松崎，山里，岡部，居相:“ミリ波SHVワイヤレスカメラの
移動環境を考慮したSC-FDE方式のブースト比の検討（仮），” 映情
学技報， Vol.43, No10, BCT2019-43, pp.29-32（2019）

（6）  松崎，山岸，山里，岡部，居相:“SC-FDE方式の伝送特性改善に関
する検討，” 信学総大，B-5-68（2019）

（7）  青木，村瀬，今村:“無線IF信号のイーサネット伝送システムの検
討，” 映情学技報，Vol.42, No.23, BCT2018-63, pp.13-16
（2018）

2.10　有線伝送技術

　4K・8K番組をケーブルテレビで家庭に伝送するためのFTTH
（Fiber to the Home）デジタルベースバンド伝送方式の研究を
進めた。本方式は、2K・4K・8K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、光信号で伝送を行う。
10Gbpsの大容量伝送により、100チャンネル程度の4K・8K番
組を伝送することができる。
　2018年度は、同軸ケーブルのみが敷設されている光化され
ていないマンションを想定した棟内伝送方式の検討を進め
た（1）。棟内の同軸ケーブルは伝送できる帯域に制限があるた
め、ベースバンド信号をそのまま伝送できない。そこで、視聴
者からの番組視聴リクエストに応じてIPパケットを選択して
RF（Radio Frequency）信号に変換する方法を考案した。建物
内では、視聴されている信号のみ伝送することで、既設の同軸
ケーブルでも多チャンネルの4K・8K番組の各世帯へ伝送でき
る。IPパケットをRF信号で伝送する方法として、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 Specifications）規格を利用で
きる。既存のDOCSIS規格では、どのRF信号でどの番組を伝送
するかについて詳細に制御することは難しいため、伝送帯域を
有効に活用することができない。そこで、番組のIPパケットに
DOCSIS用のIPアドレスを付加し、視聴者の番組要求に応じて
IPアドレスを変更することで、DOCSIS送信機での伝送を制御
し、効率的な配信を可能とした。また、番組の棟内伝送おいて
映像品質を維持するためには、DOCSIS規格で規定しているビ

ット誤り率は大きすぎるため、あわせてパケット損失対策を検
討した。これらの機能を持つ棟内伝送装置を試作し、新規に考
案した方式の有効性を実証した。

〔参考文献〕
（1）  楠，倉掛，大槻，斎藤，“棟内同軸伝送路におけるDOCSISを活用

した4K・8K多チャンネルIPマルチキャスト配信の伝送効率改善, ”
信学技報, Vol.118, No38, NS2018-19, pp.25-30

図2-24　イーサネットIF伝送装置

図2-25　DOCSISを活用した棟内伝送装置

IPカプセル化装置 DOCSIS送信機
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3.1　コンテンツ提供基盤

　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。メディア統合プラットフォーム
の研究において、2018年度は、複数の提示デバイスが連携可
能なシステムや、番組本編の視聴に加えてダイジェスト動画や
番組ホームページなどの番組関連情報をも参照可能なシステム
を開発し、その有効性を確認した。また、動画配信における多
様な視聴形態や快適視聴を実現する高レスポンス化技術の研究
を実施した。さらに、2018年12月に開始した新4K8K衛星放
送に関する技術仕様の国内外の標準化にも寄与した。

■ メディア統合プラットフォームの研究
　インターネットでの映像配信など、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。2018年度は、現実的な配信環境に即した効
率的な視聴番組の選択を実現し、かつ、視聴者のより多様な視
聴意向に対応するシステムの開発を進めた。
　メディア統合プラットフォームは、各メディアの番組配信状
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で構成する。番組配信状況管理
サーバーでは、複数事業者の番組を選択でき、かつ、家庭内の

録画機や放送のネット再配信など、コンテンツの提供範囲が異
なるものでも適切に対応することで、より柔軟な番組選択がで
きることを示し、実施例を技研公開2018で展示した（図3-1）。
　2018年度は、メディア統合プラットフォームの機能を発展
させ、例えば、スマートフォンがテレビやスマートスピーカー
と連携して番組を視聴可能とするなど、家庭内で番組視聴に利
用可能な複数の機器が連携して新たな視聴形態を実現するシス
テムを開発した（1）。さらに、番組配信状況管理サーバーの機能
を、番組本編のみの選択から、番組のダイジェスト動画、番組
ホームページなどのテキストコンテンツ、関連SNS情報といっ
た番組関連情報をも含めた選択に拡張し、視聴可能時間や興味
度など、視聴者の状況に応じた柔軟なコンテンツ接触を可能と
した（2）（図3-2）。
　また、複数の視聴機器が連携して番組を視聴可能とするシス
テム、および番組本編に加え番組関連情報も選択可能とするシ
ステムを試作し、評価実験を実施した。実験に先立って、400
人を対象とした評価項目を決定するためのウェブアンケートに
より、視聴頻度の高い動画のジャンルと関連コンテンツ、視聴
状況を調査した。その結果を基に、評価に用いる番組のジャン
ルや、コンテンツ視聴のシナリオを決定した。一般ユーザー 50
名を対象とした評価実験の結果、番組関連情報の提示による番
組視聴意欲や関心が向上（3）し、端末連携を用いた提示によりユ
ーザー好みの視聴形態が提供可能という結果（4）が明らかにな
り、試作システムの有効性を確認できた。
　メディア統合プラットフォームの開発と実用化促進のため、
ユースケースや各機能要素間の入出力諸元などをまとめた仕様
書を作成した。

■ シェーピング適応切り替え技術
　インターネット動画配信における視聴品質の安定化と、シー
クなどの視聴操作に対するレスポンスの高速化を両立する技術
として、シェーピング（制限速度を超える通信パケットを遅延さ
せて通信速度を平滑化）適応切り替え技術を開発した。
　開発した技術は、視聴端末の通信に対しトラフィック制御装
置においてシェーピングによる帯域制御を行い、パケットロス
を防止することで視聴品質を安定化させる。さらに、ユーザー
が視聴操作を行った視聴端末の通信に対して、一時的にシェー
ピングを解除して動画データのパケットを優先的に配信するこ
とで再生開始までの遅延（レスポンス時間）を短縮し、レスポン
スの高速化を図る。
　本方式をトラフィック制御装置と動画視聴プレーヤーに実装
し、配信実験を行った。トラフィック制御装置に接続した配信
サーバーに、視聴端末10台が同時にアクセスして動画を視聴す
るとともに、そのうちの1台で視聴中にシーク操作を行い、開
発方式（シェーピング適応切り替え）と従来方式（シェーピング
常時適用）それぞれにおける、同時視聴時の視聴品質とシーク操
作に対するレスポンス時間を計測した。動画のビットレートと
視聴端末数に基づく条件式によりシェーピングパラメータを設
定して実験を行った結果、開発方式は従来方式と比較して、視
聴品質を低下させることなく、レスポンス時間を約1/10-1/9
に短縮できることを確認した（5）。

3　コネクテッドメディア

図3-1　家庭用録画機とスマートフォンの連携例

図3-2　番組関連情報を含めた選択画面例

ダイジェスト動画番組本編

関連SNS あらすじ等
関連サイト

家庭用録画機
スマートフォン
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■ ユーザー操作に応じたスムーズな 
　番組音声切り替え技術
　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、ユ
ーザーの好みに応じた番組音声にスムーズに切り替えながら視
聴できる配信技術を開発した。
　開発した技術は、映像ストリームと音声素材の組み合わせや
レベルバランスが異なる複数種類の音声ストリームを配信側で
MPEG-DASH（MPEG Dynamic Adaptive Streaming over 
HTTP）形式で生成し、受信端末のユーザー操作で選択されたス
トリームのみを効率的に配信することで、スムーズな音声切り
替えを可能とする。本方式を実装した配信システムと動画視聴
プレーヤーを試作し、ハイブリッドキャスト対応受信機におい
て動作を検証した（図3-3）。音声のセグメント長（ストリームの
配信単位）を0.5秒として、リモコン操作による音声切り替え実
験を行った結果、切り替えに要する時間は約1.2秒であった。ま
た、切り替えに伴う音声の途切れやノイズは発生せず、安定か
つスムーズな切り替えが実現できることを確認した（6）。

■ サーバーサイドレンダリング技術
　3次元CGや360度映像など高度なグラフィックス処理を伴
う番組連動コンテンツを、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可能にするサーバーサイドレンダリング
技術の開発を推進した。開発した技術は、ユーザーの操作に応
じた映像処理をクラウド上の描画サーバーで実行し、WebRTC

（Web Real-Time Communication）技術により低遅延で端末に
伝送することでインタラクティブな視聴を可能とする。
　2018年度は、本方式を適用したコンテンツ配信サーバーの
低コスト化に向けて、接続する端末数に応じて描画サーバーの
稼働数を自動的に調整する機能の検討を進めた。その基礎検証
として、本方式の実験システムを商用クラウド上に実装し、1
台の描画サーバーに対し複数端末が同時接続して動画を含むコ
ンテンツを視聴する配信実験を行った。描画サーバーにはGPU

（Graphics Processing Unit）を搭載し、端末数に応じたCPU
およびGPU内のグラフィックス処理部とデコード処理部の使
用率を計測した。その結果、CPUおよびデコード処理部の使用
率は接続数に比例する傾向が見られ、1台の描画サーバーに接
続可能な端末数の上限推定に有効であることを確認した（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始めとするテレビ向け動画配信の普
及に向けた取り組みを推進した。2016年度より、テレビ受信
機で安定に動作する動画視聴プレーヤーを開発し、（一社）IPTV
フォーラムのMPEG-DASH相互運用性検討会の会員向けに

「dashNX」という名称で公開し、多数の放送事業者の4K配信実
験等で活用されてきた。また、同フォーラムのテレビ向け動画
配信サービスである2Ｋ対応の「ハイブリッドキャストビデ
オ」、4Ｋ対応の「ハイブリッドキャスト4Kビデオ」の仕様策定
や、同仕様への受信機の適合性を判定するための検証コンテン
ツの整備に貢献し、2018年5月には同仕様に対応する受信機や
番組を判別するためのロゴマークが公表された（8）。
　2018年度は、4Kライブ配信を活用した動画配信サービスの
普及に向けて、HEVC（High Efficiency Video Coding）コーデ
ックボードを利用した汎用PCベースの低廉なMPEG-DASH対
応4Kライブエンコーダーを開発した。本エンコーダーは、PC
のスペックや動画配信のサービス要件に応じてアダプティブビ
ットレートやDRM（Digital Rights Management）などの機能
を柔軟に追加・変更可能である。
　本エンコーダーを利用して、端末連携機能を備えた4Kライブ
配信対応のスポーツ視聴アプリケーションを試作した（図
3-4）。また、技研公開2018において、本アプリケーションを
利用したハイブリッドキャスト対応受信機向け4Kライブ配信
を実施し、アダプティブビットレートによる安定視聴と、リモ
コンや受信機と連携したスマートフォンからの操作により、特
定シーンへのスムーズな早戻し視聴が実現できることを確認し
た（9）。本試作および4Kライブ配信は、朝日放送テレビ株式会社
と共同で実施した。

■ 4K・8K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日に開始した新4K8K衛星放送のサービス拡
充・高度化に向け、データサービスにおける端末連携機能や字
幕・文字スーパー伝送の圧縮方式（10）に関して、（一社）電波産業
会（ARIB）規格の改定に寄与した。
　国際標準化活動としては、放送通信連携システムに関する
ITU-R勧告BT.2075において端末連携機能に関して追記を行っ
た。また、字幕方式に関するITU-RレポートBT.2342において、
異体字の使用方法や字幕ファイル交換フォーマットを追記する
改訂に寄与した。ABU技術委員会において、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
の普及促進を図った。

〔参考文献〕
（1）  遠藤，田口，竹内，藤澤， 加井：“端末連携型配信メディア統合視

聴システムの試作，” 映情学年次大， 14D-3（2018）
（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

におけるさまざまな種類のコンテンツを対象とするシステムモデ

図3-3　試作した番組音声切り替えシステムの構成
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図3-4　スポーツ視聴アプリケーションの視聴画面
（画像提供：朝日放送テレビ株式会社）
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ルの試作，” 映情学年次大，14D-4（2018）
（3）  遠藤，田口，竹内，藤澤：“配信メディアに依存しない端末連携視

聴システムの評価，” 情処学HCI研報，Vol.2019-HCI-182, No.24
（2019）

（4）  田口，遠藤，竹内，藤澤：“放送番組の代替・関連コンテンツを提
示するシステムの評価，” 信学総大，D-21-7（2019）

（5）  黒住，西村，山本：“ユーザー操作に応じたシェーピング適応切替
を用いた動画配信におけるレスポンス向上の検討，”映情学年次
大， 14D-2（2018）

（6）  森，久保，大出，竹内，西村：“テレビ向け動画配信におけるユー
ザ操作に応じたスムーズな番組音声切り替え手法の検討，”映情学

冬大，13C-2（2018）
（7）  大西，西村，藤澤：“クラウドレンダリングを使用したHTML5対

応テレビ向けコンテンツ配信システムの性能評価，”映情学冬大， 
13C-1（2018）

（8）  西村：“テレビ向け動画配信技術の研究開発動向，”NHK技研R&D， 
No.171， pp.20-31（2018）

（9）  中井，平松，寺田，山野，西村：“ハイブリッドキャスト4Kビデ
オを用いたライブ視聴とデバイス連携の取り組み，”映情学年次
大， 32D-1（2018）

（10）  竹内，大西：“新4K8K衛星放送における字幕圧縮方式に関する検
討，” 映情学冬大，13C-3（2018）

3.2　端末連携サービス

　インターネットを活用し、テレビとIoT（Internet of Things）
機器などの各種端末を連携させることで、日常生活の様々な場
面でこれまでにない新しいテレビ体験を提供する端末連携サー
ビスの研究を進めた。

■ ハイブリッドキャストコネクトX 
　日々の生活行動と放送サービスをより簡単に結びつけるため
に、視聴者が日常利用しているスマホやIoT機器を起点としてテ
レビ上のハイブリッドキャストアプリケーションと連携するハ
イブリッドキャストコネクトXの開発を進めている。
　テレビとIoT機器間の接続を行う端末連携プロトコル（図
3-5）（1）を開発し、標準技術規格として（一社）IPTVフォーラム
から一般公開された。端末連携プロトコルの具体的な利用例と
して、ニュース、SNSなどのスマホ用アプリケーション（アプ
リ）や、対話型スマートスピーカ―用アプリに本プロトコルを実
装し、技研公開2018や国際放送機器展IBC2018でデモ展示し
た。デモでは、本プロトコルを実装することで、日常利用して
いるスマホアプリや通知機能を起点に放送サービスとの連携が
可能となり、新しいユーザー体験を実現するサービスが提供で
きることを示した（2）。
　さらに本プロトコルを容易にスマホアプリやIoT機器に実装
可能とするソフトウェア「ハイブリッドキャストコネクト・ライ
ブラリ（ハイコネ・ライブラリ）」（3）や、プロトコル動作を確認
するテストツールを開発し、技研公開2018、Inter BEE 2018

などでの展示を行うとともに、IPTVフォーラムでのワークショ
ップ実施などに貢献し普及活動を推進した。

■ テレビ視聴と生活行動の連携
　テレビ視聴とネット利用、さらにはテレビ視聴時以外の生活行
動などがつながる利便性の高い放送通信連携サービスを実現す
るため、様々なアプリやIoT機器が持つデータと放送コンテンツ
を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。
　技研公開2018では、民間放送事業者やメーカーなどの協力
を得て、スマホアプリと放送との連携などハイコネ・ライブラ
リを用いた複数の事例を展示し、アプリやIoT機器とのデータ連
携によるサービス拡充や利便性の向上などの可能性を示した

（図3-6）。
　視聴データを視聴者個人の管理のもとで異なるサービス間で
利活用できるようにするため、パーソナルデータの管理方式に
ついて動向調査や方式検討を進めた。異業種の連携サービス事
例として、視聴した番組とドライブの立ち寄り先などの情報を、
視聴者の意思で放送およびカーナビなどの各サービス間で共有
する仕組みを試作し、技研公開2018で展示した。
　実番組を用いた実証実験を東京と北海道で行い、アンケート
およびインタビューベースの評価により、行動連携サービスに
関する期待や課題などを抽出した。
　番組データの構造化やオープン化の検討も進め、番組情報との
連携や、ハイコネ・ライブラリを用いてテレビと連携する機能を

図3-5　端末連携プロトコルとハイコネ・ライブラリ
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組み込んだカレンダーアプリを試作し、視聴機会拡大の可能性や
行動連携技術に関する課題を確認した。
　行動連携技術の研究成果であるテレビとスマホアプリの連携
事例などを、Connected Media Tokyo 2018や、IBC2018を
通じ国内外にPRしたほか、様々なIoT機器をコンテンツ内容に
合わせて制御するコンテンツオリエンテッドIoTを提唱し、コン
テンツの記述方式の研究を進めた（4）。

■ サービス連携可能なコンテンツの 
　制作フレームワーク
　柔軟で拡張性の高いコンテンツ制作環境を、さまざまなメデ
ィア処理を組み合わせて構築するために、共通インターフェー
スを規定しているEBUの技術プロジェクトMCMA（Media 
Cloud and Microservice Architecture）に参画した。クラウド
上にMCMA準拠のシステムを構築する際に利用可能な、ソフト
ウェアライブラリの開発と公開活動に貢献した。開発したライ
ブラリを用いることで、複数のクラウド上にあるAIツールを連
携できるメタデータ付与システムを構築し、IBC 2018におい
てMCMA活動グループとして展示した（5）。

■ ハイブリッドキャストの国際展開
  HTML5をベースとする日欧の放送通信連携システム
HybridcastおよびHbbTV2について、両システムで動作するア
プリケーションを制作するための等価アプリケーション制作シ
ステムの開発を進めている。2018年度はアプリケーションの
多言語対応の検討およびMPEG-DASH再生（ハイブリッドキャ
スト（4K）ビデオ）におけるHybridcast用ライブラリのHbbTV2
への適用性の詳細検討を行い、その条件を明らかにした。また、
等価アプリケーション制作システムについてHbbTVの開発者
会議であるHbbTV Symposiumで発表するとともに、欧州の研
究機関との協力関係の構築を進めた。その他、ハイブリッドキ
ャストコネクトX、ハイブリッドキャスト（4K）ビデオに関する
ウェブ技術について、国際標準化団体W3Cで発表を行った。

■ テレビ視聴ロボット
　テレビをより楽しく視聴するためのパートナーとして、人と
一緒にテレビを視聴するロボットの研究を行っている。視聴し
ている番組の内容を認識し、自律的にロボットがつぶやいたり、
人へ話しかけたりする機能を持つテレビ視聴ロボットの開発を
進め、技研公開2018で展示した。
　2018年度は、視聴中の番組からキーワードを抽出し、過去

の字幕文を使った感情語を含むテンプレート文と組み合わせる
ことで発話文を生成する、テンプレートベースの発話文生成手
法の開発を進めた（6）（7）。また、人の発話を促すため、「はい」「い
いえ」など単純な言葉で回答できる質問文を生成する機能を追
加した。テンプレートベースの発話文生成に加え、番組画像か
ら発話文を自動生成する手法の検討を開始した。2018年度は
ディープ・ニューラル・ネットワークを用いたオブジェクト検
出技術とキャプション生成技術を利用し、視聴中の番組画像か
ら発話文を生成する手法について実装を進めた。
　また、視聴中の番組からキーワードを抽出するため、外部の
クラウド環境の映像・音声認識サービスを利用するクラウド用
インターフェースを開発した。これにより、様々なクラウド基
盤を横断的に利用し、出力結果を共通フォーマットへ変換する
ことで、処理目的に応じてサービスを取捨選択して使うことが
可能となった。また、逐次並行処理を行うことで、一定の遅延
時間内のレスポンスを実現した。
　ロボットが生成した発話を起点とした音声対話を実現するた
め、開発中のテレビ視聴ロボットへ外部の対話システムを搭載
した。さらに、テキスト入力の対話システムとは異なり、ユー
ザーから明確な回答が得られない場合や、音声の誤認識がある
など、音声を用いた雑談対話システムの課題の整理を行った。
　テレビの視聴中にロボットから周囲の人に対してアクション
をするには、人の識別や、アクションを起こすタイミングが重
要となる。人を識別するために用いるカメラは、画角や、ロボ
ット内部の取り付け位置、回転機構の有無などにより、取得で
きる画像が大きく異なる。そこで、魚眼カメラ、カメラアレイ、
ロボット頭部搭載のカメラなど、複数のカメラ画像を用いて人
検出の比較検証を実施し、それぞれの特性に関する知見を得た。
　本研究の一部は（株）KDDI総合研究所と共同で実施した。

■ テレビ視聴ロボットを用いた視聴実験
　テレビ視聴時における人同士の会話、およびロボットが存在
する場合の会話の違いを明らかにするため、テレビ視聴実験を
実施した。仲の良い2人組に好きな番組を自由に見てもらい、人
のみの場合と、テレビ視聴ロボットが存在する場合のそれぞれ
の視聴行動を観察した（8）。観察データを用い、発話の種類やロ
ボットが振り向く動作に対する人の傾聴動作を調査した結果、
ロボットが振り向いて話しかけることで人からの回答を得やす
くなること、テレビ視聴時における人の発話内容の種類として、
自らの感情を表すような発話の頻度が多いなどの知見を得た。

図3-6　技研公開2018における行動連携技術の展示

図3-7　テレビ視聴ロボットを用いた視聴実験風景
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■ コミュニケーションロボットに関する 
　アンケート調査
　人と一緒にテレビを視聴するロボットの開発を進めるにあた
り、コミュニケーションロボットが、一般社会でどの程度認知
され、接触されているかを把握するために、アンケートによる
市場調査を実施した。調査結果から、被験者の86%がロボット
は人をサポートするものと想像していること、実際にロボット
に接触する機会がまだ少ないこと、年代が上がるにつれ人型の
形状を求める傾向があることなどの知見を得た（9）。

〔参考文献〕
（1）  H. Ohmata and M. Ikeo,“User-Centric Companion Screen 

Architecture for Improving Accessibility of Broadcast Services”
IBC2018 Conference (2018)

（2）  大亦，池尾，小川，山村，瀧口，藤沢:“番組視聴と生活行動のスム
ースな連携を可能とする行動連携システムと端末連携アーキテク
チャ , ” 情処学論，Vol.60，No.1，pp.223-239（2018）

（3）  平松，池尾，大亦，瀧口，藤井，藤沢:“柔軟なサービス提供を可能

とするハイコネ・ライブラリ（Hybridcast Connect Library）の提
案”，映情学年次大， 32D-3, 2018

（4）  H. Ogawa, H. Ohmata, M. Ikeo, A. Fujii and H. Fujisawa,
“System Architecture for Content-Oriented IoT Services”,IEEE 
International Conference on Pervasive Comuputing and 
Communications (2019)

（5）  https://tech.ebu.ch/docs/metadata/MCMA_IBC2018_Final.
pdf

（6）  金子，星，村崎，上原:“テレビ番組に含まれるキーワードに基づく
発話文生成手法, ”情処学IFAT研報, Vol.2018-IFAT-131, No.2

（2018）
（7）  金子，星，村崎，上原:“周辺単語からの未知キーワードの代替語予

測の検討, ” 映情学年次大,14B-1（2018）
（8）  星，金子，村崎，上原:“視聴実験によるロボットとのテレビ視聴に

関する基礎調査, ” 映情学年次大,14B-2（2018）
（9）  村﨑，金子，星，上原:“コミュニケーションロボットに対する印象

に関する一考察, ”情処学EIP研報，Vol.2018-EIP-81 No.13
（2018）

3.3　セキュリティー基盤

　安全で信頼できる放送・通信連携サービスの実現を目指し、
暗号・情報セキュリティー技術の研究を進めた。

■ データベースのアクセス制御に用いる 
　暗号システム
　2016年度までに開発した、自動車、携帯端末、テレビを連
携させ、ユーザーが自身の嗜好情報、位置情報を事業者に渡し、
個人の嗜好・位置に応じたコンテンツを受けるサービスにおい
て、嗜好情報、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について、安全性解析と実装評価を行い、
高い安全性を有し、サービスに影響を及ぼす程の遅延がないこ
とを確認した（1）。さらに、データを提供する事業者にもメリッ
トを提供できるように、ユーザーが利用したデータを提供した
事業者には、ユーザーのアドレス等の識別子を提供する仕組み
を提案した（2）。

■ 放送・通信連携サービス用暗号アルゴリズム
　放送・通信連携サービスの高度化に向けて、安全で確実なサ
ービス提供に利用できる暗号技術の研究を進めた。
　2017年度までに開発した、視聴者の情報をクラウドに置く
際に、その情報を読むことができる事業者の属性を指定しアク
セス制御を行うことができる暗号アルゴリズムに関し、他の暗
号アルゴリズムと安全性・効率性について比較を行い、提案方
式の有効性を確認した（3）。

■ 耐量子コンピュータ用暗号アルゴリズム
　量子コンピュータが実用化された場合においても安全性を維
持することが可能な暗号アルゴリズムの研究を進めた。
　秘密鍵を生成するためのハッシュ関数と、データの暗号化の

ための共通鍵暗号に対し、暗号化されるデータから秘密分散と
呼ばれる手法により生成される複数の分割データ（シェア）を複
数の計算機へ入力し、それぞれの計算機で独立に計算した結果
をまとめることで一つの暗号文を出力するマルチパーティ計算
方法を開発した。同手法は、個々のシェアからは元のデータを
復元できず、耐量子コンピュータ性を持たせることができる。
このアルゴリズムを利用して放送サービスを拡張し、耐量子コ
ンピュータが実用化された場合でも個人情報保護が可能な、放
送用秘密鍵持ち歩きシステムを考案した（4）。

■ HEVC圧縮ストリーム用電子透かし 
　アルゴリズム
　コンテンツの著作権保護を目的として、受信機の識別子をブ
ロードキャストされた圧縮コンテンツに埋め込むことが可能な
電子透かし技術の研究を進めた。
　2017年度までに開発したHEVCの圧縮ストリーム用の埋め
込み方式に関し、計算の負荷、安全性検討を行い、その有効性
を確認した（5）。

〔参考文献〕
（1）  梶田，小川，大竹:“個人向けIBBサービスにおけるVABKSを用い

たプライバシー保護システムの安全性解析と実装評価，”映情学年
次大，14D-1（2018）

（2）  梶田，小川，大竹 :“ユーザ・事業者へのメリットを考慮したセキ
ュアな放送通信連携サービス，”SCIS2019, 1C2-3 （2019）

（3）  N. Attrapadung, G. Hanaoka, K. Ogawa, G. Ohtake, H. 
Watanabe and S. Yamada, “Attribute-Based Encryption for 
Range At t r ibutes ,” IE ICE Trans . on Fundamenta ls o f 
Electronics Communication and Computer Science, Vol.
E101-A, No.9, pp.1440-1455 (2018)

（4）  小 川， 縫 田，“MPC: 放 送 サ ー ビ ス を も っ と 良 く で き る，”
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SCIS2019, 1C2-2（2019）
（5）  K. Ogawa and G. Ohtake, “Efficient Watermarking scheme for 

Traitor Tracing Encryption Schemes,” Journal of Electrical 
Engineering, Vol.6, No.5, pp. 245-255 (2018)

3.4　IP番組制作技術

　放送局の番組制作システムのインターフェースは、これまで
のSDI（Serial Digital Interface）方式からIP（Internet Protocol）
方式への移行が検討されている。IP方式は、機材の低コスト化、
複数カメラの映像や多チャンネルの音声など種々の信号を1本
のケーブルで効率的に多重伝送できる。さらに、遠隔地からの
番組制作（リモート制作）による新しい番組制作ワークフローの
実現などのメリットが期待されている。
　IPを用いた番組制作システムを実現するために、限られた帯
域で効率的に8K番組素材をIP伝送できる軽圧縮8K IP伝送装置
や2K/4K/8K番組制作での設備共用を目指した非圧縮8K分割
伝送方式、IP信号品質の監視が可能なIPフローリアルタイム監
視装置、これらの装置を使ったIPライブプロダクション技術検
証などの研究開発を進めている。

■ 軽圧縮8K信号IP伝送装置の開発
　2018年度は、2017年度までに開発した軽圧縮8K IP伝送装
置の高機能化を進めた。
　番組素材伝送で用いるIP回線は、他の事業者の信号も同じ回
線に混在した状態で伝送されるため、回線コストを抑えるメリ
ットが得られる。一方で、回線の輻輳や保守による経路の切替
時でも、番組素材を安定して伝送できることが課題となる。そ
こで、2018年度は、軽圧縮8K IP伝送装置に輻輳などの回線品
質劣化時の対策として、バースト的なパケットロスに強いパケ
ットロス訂正符号化方式を実装した。また、経路の切替時の対
策として、送受信間でIP信号の冗長化とパケットバッファリン
グ時間を可変に設定できる機能も実装した。
　2つの機能を追加した軽圧縮8K IP伝送装置の有効性を検証
するために、伝送路誤りを模擬する装置を使った室内実験を行
った。その結果、パケットロスを生じさせても、安定した映像
伝送が可能なことを確認できた。

■ 非圧縮8K分割伝送方式の開発
　非圧縮8K映像を複数の2K映像に分割し、複数のIPフローと
して伝送する方式を開発した。本方式により、広く普及してい
る10GbE/25GbEのような広帯域の回線を複数用いた非圧縮
8K映像が伝送できる。さらに、分割した2K映像をプレビュー
用として利用したり、複数の2Kスイッチャーを同期させた8K
スイッチング処理ができる。8K番組制作において、2Kの番組
制作機材を活用できるため、2K/4K/8K番組制作で設備の共用
が可能となる。
　本方式を利用したスイッチングシステムは、技研公開2018
やInter BEE 2018で展示したほか、SMPTEの会議でその成果
を報告した（1）。

■ IPフローリアルタイム監視装置の開発
　IPネットワークはSDIと異なり一つの回線を複数の映像や音

声素材で共有できるが、一方で、伝送信号にジッターやパケッ
トロスが発生することがある。そのため、IPパケットレベルで
の信号品質の監視が必要であり、IPフローをリアルタイムで監
視できる装置を開発した（図3-8）。本装置はIPパケットからヘ
ッダ情報を抜き出すハードウェアと、ヘッダ情報を解析するソ
フトウェアで構成される。開発した装置の特徴は、ヘッダ情報
のみを処理対象とすることで、10GbE回線を16本同時に監視す
ることが可能である。また、解析ソフトウェアにより、ジッタ
ーやパケットロスなどの基本的な指標に加え、伝送遅延や制御
信号の通信状況をIPフロー毎に可視化して提示できる。
　後述するIPリモート制作の伝送実験において、本装置により
IPネットワークに流れる信号のリアルタイム監視を行い、回線
輻輳の原因特定などに活用できた。

■ IPライブプロダクション技術検証
　IPライブプロダクション用機器間の相互接続性確認やIPリモ
ート制作における課題抽出を目的として、中継部と連携して、
様々なベンダーのIP対応番組制作機器を用いてIPライブプロダ
クション技術検証を実施した。
　IPネットワーク上における番組制作のための伝送規格である 
SMPTE ST 2110を用いることで、異なるベンダーの放送機器
を相互接続できることを確認した。また、IPネットワーク上で
の同期伝送と映像垂直同期の位相について定義したSMPTE 
ST 2059-1/2により、SDIシステムとIPシステムを相互に接続
して運用できることを確認した。一方、ネットワークが輻輳す
ることや、制御信号のバージョンが機器によって異なるなど、
IP化に伴う監視・制御技術に関する課題が抽出され、これらの
解決に向けてベンダー各社と情報を共有した。

〔参考文献〕
（1）  T. Koyama, J. Kawamoto, M. Kawaragi, T. Kurakake and K. 

Saito, “Implementation of 8K vision mixer that transports 8K 
image as multiple 2K SMPTE ST 2110-20 flows,”SMPTE 
2018 Annual Technical Conference & Exhibi t ion , pp. 
1-11(2018)

図3-8　IPフローリアルタイム監視装置

（a）外観 （b）監視項目の一例
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4.1　ソーシャル・ビッグデータ解析技術

■ソーシャルメディア分析技術
　放送局が取り扱う大量のテキストデータ、いわゆるテキスト
ビッグデータから番組制作に役立つ情報を取得する研究を進め
ている。ニュース制作現場では、テキストビッグデータの一つ
であるソーシャルメディアへの投稿から、ニュース性のある情
報を取得している。そのため、技研では、現場で得られたニュ
ース性のある投稿を教師データとし、ツイッターからニュース
性のある投稿をリアルタイムに自動で取得するシステムの開発
を行っている。このシステムは、ニューラルネットワーク（NN）
を用いて、大量のツイートからニュース性のある情報を抽出す
る。現状では、システムが特定するニュース性のある投稿は1
日数千件にも及ぶため、自動判定したツイート内容のニュース
カテゴリと地名情報により、抽出された投稿を分類するユーザ
ーインタフェース（図4-1）を開発した（1）。さらに、事件や事故
の発生場所の特定機能を改善するため、知識ベースを活用した
NNによる投稿者の位置情報の推定手法の検討を進めた（2）。
　システムが特定したニュース性のあるツイートの中には、既
に他のメディアで報道されている情報やそのコメントやリツイ
ートが含まれている場合がある。それらを判別できるように、
畳み込みNNを用いて、既出の情報を特定する手法を開発し
た（3）。また、ソーシャルメディアには、ボットと呼ばれる自動
投稿を行うアカウントが多数存在している。ボットの投稿に

は、過去の投稿のコピーや、デマやいわゆるフェイクニュース
も含まれており、ある投稿のアカウントがボットどうかの情報
は番組制作者にとって重要である。そこで、ソーシャルメディ
アへの投稿時刻の規則性に基づき、ボットのアカウントを判定
する手法を開発した（4）。
　ツイッターには世の中で起こっている種々の事件や事故に関
する投稿がされており、固定のモデルでは対応できない場合も
考えられる。そのため、システム利用者の操作ログをもとに新
たな学習データを作成し、そのデータを利用してモデルを更新
するためのNNの構成を検討した（5）。また、事件や事故に関する
投稿には、火災や交通事故などを表す文字情報がなく、画像の
みを添付している場合があるため、テキスト分析だけでなく、
4.2節で紹介する画像分類技術を用いて、該当ツイートを抽出
する機能を検討しシステムに実装した。
　放送局には過去に制作した番組に関する情報が蓄積されてお
り、新たな番組を制作する上でこれらの情報は有用である。そ
こで、単語間の関係辞書を利用した文章間の関連性を判定する
手法を用いて、取得したソーシャルメディアへの投稿をもとに、
関連する過去の番組の情報を検索・提示する機能（図4-2）を開
発した（6）。
　開発したソーシャルメディア分析システムの可視化機能や分
析機能を用いて、視聴者からの意見を反映させる生放送番組（テ
ンゴちゃん、はじっこ革命）や年末特集番組（ドキュメント72時
間）に活用した。また、米国NIST（National Institute of 
Standards and Technology）が主催する競争型ワークショップ
TREC 2018の災害関連トラックに参加し、上位の成績（分類タ
スク4位、重要度判定タスク1位）を獲得した（7）。

■評判分析技術
　番組に関する評判を放送後に網羅的・恒常的に分析する技術
の研究を進めている。番組に関する評判には、番組の内容に関
する純粋な意見の他に、編成や経営に関わる要望など、固有な
意見種別がある。このような、視聴者意見分析の実務に基づい
た分類ができるアルゴリズムを、関連部局での利用が可能な分
析システムとして実装した。
　番組に関する評判であることを判断するための大切な要素の
ひとつである、意見対象の検出技術を開発するための課題を洗
い出した。ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を利用
した既存の手法には、番組ハッシュタグと呼ばれる、ツイッタ
ー利用者固有の記法を手掛かりにするものがある。番組ハッシ
ュタグは、ソーシャルメディアでの利用法の変遷や放送局の運
営指針の変更により影響を受けるため、網羅的・恒常的な分析
を可能とするには、番組ハッシュタグに過度に依存しない手法
の開発が必要である。そのため、番組ハッシュタグを用いる手
法の得失を調査し、一般的な言語処理技術を手掛かりとする手
法の検討を行った。

〔参考文献〕
（1）  武井，牧野，宮崎，住吉，後藤:“ニュース取材支援のためのソー

シャルメディア分析システム，” FIT 2018,  E-015（2018）
（2）  T. Miyazaki，A. Rahimi, T. Cohn and T. Baldwin:“Twitter 

4　スマートプロダクション-インテリジェント番組制作

図4-1　ソーシャルメディア分析システムのユーザーインタ
フェース

ニュース性のあるツイートを
ニュースカテゴリと地名情報で分類

ツイートに頻出する
表現を提示

分類したツイート数
の推移

事件や事故の
発生場所を
地図上に表示

リアルタイムに
ツイートを取得

図4-2　ソーシャルメディアの投稿に基づく関連番組検索

選択したツイートに
関連する番組を検索

・ツイートとともに
出現する表現を提示

・対象のツイートを特定
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Geolocation using Knowledge-Based Methods，” W-NUT2018, 
pp.7-16（2018）

（3）  K. Makino，Y. Takei，T. Miyazaki and J. Goto:“Classification 
of Tweets about Reported Events using Neural Networks，” 
W-NUT2018, pp.153-163 （2018） 

（4）  岡本，宮﨑，後藤:“統計的手法に基づいたウェブサービスにおける
bot検出，” 情処全大, 7K-02 （2019）

（5）  牧野，武井，岡本，宮崎，後藤:“ニュース価値のあるTweet抽出に
向けたマルチタスク学習の一検討，”映情学冬大, 12C-3（2018）

（6）  宮崎，牧野，武井，住吉，後藤:“番組制作支援のためのTweet→TV
番組検索システム，” 映情学年次大, 13B-5（2018）

（7）  T. Miyazaki, K. Makino，Y. Takei，H. Okamoto and J. Goto: 
“NHK STRL on the IS track of the TREC 2018，”TREC 2018 
(2018)

4.2　画像解析技術

■映像へのメタデータ自動付与技術
　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、映像へのメタデータ自動付与の研究を進めている。
　番組制作者は人名をキーワードとして映像を検索するケース
が多く、「顔が誰であるか」を特定する顔認識技術は非常に重要
である。顔を認識するためには「顔がどこにあるか」を見つける
顔検出技術が不可欠であり、深層学習技術の導入による高精度
化に取り組んだ。カスケード型の畳み込みニューラルネットワ
ーク（NN）を用いて、計算コストと検出精度の両立が可能な顔
検出手法を開発し、従来手法に対して検出漏れを約40%向上さ
せた（1）。また、この技術を適用した顔認識による編集支援シス
テムを開発し、9月に放送された番組「のぞき見ドキュメント
100カメ」の制作に活用した。さらに、関連部局と連携して、顔
認識による顔の自動ぼかしシステムを開発し、第48回NHK番
組技術展で展示した。
　ニュースの制作現場では、ツイッターなどのSNSへの投稿を
取材活動に利用する動きが高まっている。これを支援するため
に開発中のソーシャルメディア分析システム（4.1節参照）にお
いて、投稿された画像の解析により、ニュース性を有するツイ
ートの抽出および分類精度を向上させる技術の導入を進めた。
ニュース性の無い画像が多岐に渡るツイッターの特異性を考慮
した独自の学習データを構築するととともに、畳み込みNNの
利用により、事故や災害に関する5種類のカテゴリに画像を分
類する手法を開発した（2）。この技術をソーシャルメディア分析

システムに適用し、技研公開2018で展示した。
　これまでに開発した技術を用いたシステムの実用化も進め
た。2017年度にイントラネット上に構築した、物体認識技術
や類似画像検索技術を組み込んだ素材管理システムについて、
CG合成や映像効果などを取り扱う番組制作現場での試用を進
め、得られた知見に基づきシステムを改良した。

■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貴重な映像素材であ
る。それをカラー化して番組で利用するニーズが高まってお
り、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を進めている。
　2017年度に開発した、色の推定・修正・フレーム間伝搬の3
種のNNを用いた自動カラー化システムについて、作業時間の
短縮やフレーム間の色ぶれの抑制を評価した（3）。また、8月に
放送されたNHKスペシャル「ノモンハン 責任なき戦い」や11月
放送の「あの日あのときあの番組」の制作に本システムが活用さ
れ、作業時間が約1/60に短縮される効果が得られた。そして、
本システムを技研公開2018、IBC2018、およびInter BEE 
2018に出展した。
　さらに、関連部局から提案されたHDR（High Dynamic Range）
-SDR（Standard Dynamic Range）変換に本技術を活用すること
とし、制作現場から入手した映像によるNNの学習に着手した。

図4-3　白黒映像自動カラー化技術

色推定NN
（静止画カラー化）

色伝播NN
（映像カラー化）

中間出力映像

代表フレーム
NN：ニューラルネットワーク色修正NN

フレーム毎にカラー化 代表フレームの色をショット内の他のフレームに伝播

… … … …

… …

入力：白黒映像

必要に応じて、ユーザーが色を修正

出力：カラー化映像
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■映像要約技術
　番組制作現場では、ホームページやソーシャルメディアなど
を通して番組のダイジェスト映像を配信するケースが増えてい
る。これら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。
　2017年度に開発した、ツイート解析による視聴者の反響、画
像解析よる登場人物の顔・テロップの大きさ・カメラワーク量
といったさまざまな情報に基づいて番組を要約できるデモシス
テムについて、適用対象となる番組ジャンルを拡充し、技研公
開2018およびInter BEE 2018に出展した。また、制作現場で
の利便性を考慮して、ノートPC程度のハードウェアで動作可能
な映像自動要約ツールを開発し、関連部局にて動作検証を開始
した。さらに、要約品質向上のためにNN技術の導入を進め、人
手で編集した要約映像を学習データとした、独自のネットワー
ク構成による自動要約モデルを構築した。

　映像要約技術の応用として、番組ホームページ素材を自動生
成する技術の開発に着手した。初期検討としてロケ番組のホー
ムページに掲載する経路マップの自動生成に向けて、番組映像
のフレーム画像とWEBの地図サイトで表示される画像を照合
してロケ地を特定する技術の開発を進めた（4）。

〔参考文献〕
（1）  河合，遠藤，藤森，望月：“カスケード型畳み込みネットワークを

用いた顔検出，”映情学年次大， 22B-1（2018）
（2）  藤森，望月，河合，佐野：“SNSにおける画像分類のための学習デ

ータ構成および判定基準の検討，”映情学年次大， 21-B2（2018）
（3）  遠藤，河合，望月：“色合いの一貫性を考慮した白黒映像カラー化

システム，”映情学年次大， 22B-3（2018）
（4）  松井，望月，藤森：“マルチモーダルなコンテンツ解析に基づく撮

影地点の推定，”映情学年次大， 12B-1（2018）

4.3　音声書き起こし技術

　番組を制作する上で、取材映像に含まれる音声の書き起こし
は必要不可欠である。より迅速に正確な番組を視聴者に届ける
ためには、効率良く書き起こしを制作するシステムが必要とさ
れている。2018年度は音声認識を使った書き起こし制作シス
テムの実現に向けた音声認識の高精度化と、取材映像に加えて
ライブ素材の書き起こしも可能な書き起こしインターフェース
の開発に着手した。

■書き起こし支援のための音声認識技術
　字幕制作のために放送番組を音声認識する際には、通常、発
話音声を入力として単語列を推定している。一方、書き起こし
支援が対象としている映像素材に含まれる発話の音声は収録条
件が必ずしも良いとは限らず、くだけた口調も多いため、音声
のみの情報だけでは認識が困難である。そこで放送局で扱う素
材には映像情報が含まれていることに着目し、音声に加えて映
像の情報も活用した認識手法を検討した。画像の物体認識を目
的とした深層学習ニューラルネットワーク（DNN）の中間層の
情報や、DNNにより生成された映像キャプションの情報を、単
語の複数連鎖を表現した言語モデルの学習に活用する手法を新
たに開発し、言語モデルの精度を向上した（1）。
　取材映像の音声は言いよどみや繰り返しが多い上に文構造が
不明確であるため、認識結果をそのまま表示すると可読性に欠
ける。そのため音声認識結果に適切な句読点の挿入や不要語の
削除、種々の書き換えをして可読性を向上させる必要があるが、
ルールベースの自動整形では可読性の向上は難しい。そこで
DNNを応用したEncoder- Decorder型ネットワークを利用して
音声認識結果を修正しながら整形する文整形モデルを構築し
た。放送番組に対してその字幕を正解とした実験により、字幕
との不一致率の改善を確認した（2）。また、字幕との不一致率が
異なる学習データで比較実験をしたところ、文整形に適した学
習データの選別基準が存在することが分かった。
　書き起こしの対象となる素材には電話音声も含まれており、
他の素材と同様に書き起こし支援への要望が高い。しかし、電
話素材の音声は周波数帯域に制限があることから、これまでに

開発した音声認識システムでは認識が困難であった。そのため
所有している学習データの音声を擬似的に電話音声に変換し
て、電話音声用の音響モデルの学習に利用する取り組みにも着
手した。

■書き起こしインターフェースの開発
　音声認識結果を効率良く参照して、必要に応じて認識誤りを
最小限の操作で修正できるインターフェースの開発を継続して
実施している。2017年度は収録済み素材を対象とした修正イ
ンターフェースを開発したが、2018年度は生放送番組や伝送
素材などのライブ素材を対象とした、リアルタイム書き起こし
システムを開発した（3）（4）。
　このシステムでは、ライブ素材の書き起こしを迅速に制作す
るため、リアルタイム音声認識処理やライブ素材の任意箇所を

図4-4　リアルタイム書き起こしシステム

ライブ素材  

HD-SDI  

・ リアルタイム音声認識  
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 イントラ
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修正インターフェース
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試写可能にするためのHLS（HTTP Live Streaming）配信技術を
導入している（図4-4）。ライブ素材の書き起こしでは複数人で
の協調した作業が想定されることから、修正箇所や修正文字を
全端末に即時配信する機能も有している。
　本システムの有効性を確認するため、ライブ素材の書き起こ
しを頻繁に実施している報道制作現場に2式を導入し、検証実
験を開始した。

〔参考文献〕
（1）  萩原，伊藤，小早川，三島，佐藤:“映像の音声認識のための画像認

識を用いた言語モデル，”音響学会秋季講演論文集，2-Q-13， pp. 
1071-1074（2018）

（2）  伊藤，萩原，小早川，三島，佐藤:“Encoder-Decoder型ネットワ
ークを用いた文整形モデルの検討，”音響学会秋季講演論文集，
1-R-25， pp. 1021-1022（2018）

（3）  三島，一木，萩原，伊藤，小早川，佐藤：“音声認識によるリアル
タイム書き起こしシステムの開発，”映情学年次大， 21D-4（2018）

（4）  萩原，伊藤，小早川，三島，佐藤:“番組制作支援のための音声認識
を用いた取材映像書き起こしシステム，”情処学SLP研報，
Vol.2018-SLP-124， No.5（2018）

4.4　実空間センシングによる新映像表現手法の研究

　スポーツ中継番組をはじめとしたライブ番組を対象に、より
魅力的で分かりやすい映像コンテンツを効率的に制作するた
め、多視点映像やセンサー情報を利用した新映像表現技術およ
び番組制作技術の高度化に関する研究を進めている。

■可視化技術による新映像表現
　映像解析やセンサー情報を基にした被写体追跡技術や領域抽
出技術による新映像表現技術の研究を進めた。
　被写体追跡技術を応用した新映像表現として、フェンシング
競技における剣先の動きをCGで可視化するシステム「ソードト
レーサー」の研究を進めた。ソードトレーサーは、赤外線カメラ

映像にオブジェクト追跡技術を適用し、反射テープを巻いた2
つの剣先位置をリアルタイム計測（1）する。2018年度は、可視光
カメラ映像の解析により得られる選手の姿勢情報を利用して、
対戦する選手それぞれの2つの剣先を判別させることで追跡処
理を頑健化した。
　ゴルフ競技におけるパットおよびショットの軌跡を可視化す
る技術の研究を進めた。2018年度は、グリーン付近に設置し
たカメラの映像からゴルフボールをリアルタイムに検出・追跡
し、パットの軌跡をCGで可視化するシステムを開発した。ボ
ールの画像特徴をフレーム毎に再学習することで、環境変化に
も頑健に対応可能な追跡処理を実現した。本システムを2018
年10月11日～ 14日に放送した中継番組「第83回 日本オープ
ンゴルフ選手権」で使用した（図4-5）。ショットに関しては、カ
メラの姿勢角を計測するセンサーなどを利用することで、これ
までの固定カメラ映像だけでなくカメラの姿勢が変化するハン
ディカメラ映像への軌跡CGの重畳表示を実現した。
　撮影映像から選手領域を抽出し選手の動きをストロボ写真の
ように表示するマルチモーションについては、2018年度は、解
説時の番組活用を想定し、プログラムの最適化による映像生成
時間の高速化、操作インターフェースの改善を実施した。本シ
ステムは2018年11月4日に放送した中継番組「第60回NHK杯
ジャンプ」の解説シーンにおいて活用（2）された（図4-6）。
　多視点映像と3次元CGを融合した新しい映像表現“Sports 
4D Motion”の開発を進めた。2018年度は、Sports 4D Motion
のオンライン処理システムを開発（3）した。本システムでは4K
の多視点映像に対する射影変換などの画像処理や3次元CG合
成などの高速化を図り、撮影完了から数十秒でSports 4D 
Motionの映像出力を実現した。本システムに関して技研公開
2018で展示するとともに実証実験による性能評価を行い、そ
の有効性を確認した。

■ライブ番組制作技術の高度化
　映像やセンサーを利用して得られる被写体のさまざまな情報
を利用し、ライブ番組制作における新映像表現や効率化を実現
する「メタスタジオ基盤技術」の研究に着手した。
　自動番組制作技術の研究では、2018年度は、状況に応じた
自動撮影を行うAIロボットカメラの開発を開始し、サッカー競
技を対象とする状況理解技術として、被写体のオブジェクト化
および選手・ボールの位置・速度、顔向き、シャツ色種別など
の映像特徴の一括抽出を実現するソフトウェアを試作した。顔

図4-5　第83回 日本オープンゴルフ選手権でのパット軌跡
表示

図4-6　第60回 ＮＨＫ杯ジャンプでのマルチモーション表示
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向き推定は2017年度までに開発した手法に深層畳み込みニュ
ーラルネットワークによる識別器を導入し、精度向上とオンラ
イン処理向けの高速化を実現した。また、中継制作のベテラン
カメラマンより撮影ノウハウを聞き取り、ルールベースのカメ
ラワーク生成アルゴリズムを開発した。さらに、8K映像からの
切り出しによるロボットカメラシミュレーターとともに自動カ
メラワークの動作検証を進めた。
　スタジオにおいて出演者とCGキャラクターの自然な共演を
実現するスタジオロボットの研究を進めた。2018年度は、映
像上のロボット位置にCGを重畳した際に、CGよりロボットが
大きくて全体が隠れない場合に不要部分を見えなくするリアル
タイム不要被写体消去技術を開発した。不要被写体の消去に
は、不要被写体背後の構造や表面模様などの背景情報と撮影カ
メラの位置・姿勢情報が必要である。本手法では、背景情報を
CGのオブジェクトとして予め計測しCG描画装置内に用意して
おく。撮影時は撮影カメラと同じ位置・姿勢条件でオブジェク
トをCG描画することにより、不要被写体が存在しない背景映像
を生成する。ロボット位置情報を利用して実写映像の不要被写
体が映っている領域をCG描画した背景映像で差し替えること

で、リアルタイムに不要被写体のみを消去することができる。
　ハンディカメラやクレーンカメラなど多様な撮影機材に対応
可能な、汎用型のカメラ姿勢センサーの開発を進めた。2018年
度はカメラの姿勢角を慣性センサー（MEMS）とFOG（光ファイ
バージャイロ）で計測し、水平位置をレーザーセンサー、高さを
RGB-Dセンサーで計測するシステムを試作し、検証実験を行っ
た。これらのカメラ装着型のセンサーで、CG合成に必要なリア
ルタイムデータを安定に計測できることを確認した。

〔参考文献〕
（1）  M. Takahashi, S. Yokozawa, H. Mitsumine, T. Itsuki, M. Naoe, 

and S. Funaki , “Sword Tracer : Visual izat ion of Sword 
Trajectories in Fencing,” Proc. of the ACM SIGGRAPH 2018 
Talks (2018)

（2）  荒井，盛岡，三ッ峰，加藤大一郎:“中継制作を考慮したマルチモー
ションシステムの開発，” 映情学冬大，13D-4（2018）

（3）  池谷，高橋，加納，大久保，三ッ峰，三科:“Sports 4D Motion シ
ステムの開発 ～スポーツシーンの四次元空間解析と映像表現
～，” 映情学年次大，企画1-2（2018）

4.5　AI技術活用推進の取り組み

■AI技術活用推進の取り組み
　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研究
開発の実用化を加速する拠点として、2016年度に、技研内に

「スマートプロダクションラボ」を設置し、国内外のイベントを
通した情報発信を積極的に推進してきた。
　2018年度は地域局を含む全国のNHK放送局からのAI関連技
術の活用依頼に迅速に対応するために、ラボの開発体制を強化
し、音声認識技術による自動書き起こしシステムや地域放送局
生字幕トライアル、音声合成技術によるAIアナウンサーなどの
実用化に向けた開発を支援した。
　さらに、AI技術の広範な実用化を促進するために、さまざま
な番組制作関連部局の参画によるスマートプロダクションプロ
ジェクトを発足させた。また、番組制作現場でのAI活用ニーズ
と技研が開発する技術とのマッチングを目的として、当プロジ

ェクトの主催によるイベントを2月に開催し、新たな実用化案
件の発掘などの有用な成果を得た（図4-7）。

図4-7　スマートプロダクションプロジェクト主催イベント
の様子
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5　スマートプロダクション-ユニバーサルサービス
5.1　自動字幕生成技術

　字幕放送サービスは、聴覚障害者や高齢者にテレビ番組の音
声を文字で伝えるという役割に加えて、一般の視聴者に対して
も、騒音のある環境や公共の場など音声を再生できない環境で
番組を視聴する際にも活用されている。また、視聴者からは生
放送番組や地域放送局発の番組を含め、さらに多くの番組への
字幕付与が求められている。字幕をリアルタイムに制作するた
めに、音声認識技術を活用しているが、多くの地域放送局では、
音声認識誤りを修正する人手や設備、体制の整備に時間を要す
る課題がある。そこで、字幕サービスの拡充に向けて、認識誤
りの修正が施されない音声認識結果が、視聴者の番組理解をど
の程度支援できるかを評価する目的で、認識した結果をそのま
まインターネット配信するサービスの試行に着手した。

■ ネット配信のための音声認識技術
　認識結果をそのままインターネット配信するサービスでは、
より高い認識精度が求められる。このため、番組音声よりも認
識の難易度が高い、取材音声の書き起こし用に開発した音声認
識技術を適用した（1）。この技術では、ネットワークを介してス
トリーミングされる音声入力に対し、文末を待たずに高精度な
認識結果が逐次得られる。この音声認識を用いて、地域放送局
発の報道番組の認識精度を確認したところ、ニュース項目や中
継・情報項目では90-97%程度の認識精度が得られることが分
かった。
　一方、地域在住の方を対象としたインタビュー部分では、発
声が不明瞭だったり、地域特有のアクセントや標準語と異なる
言い回しがあったりするため、認識精度が著しく低下した。こ
のような部分での認識結果は、認識を誤った単語により番組の
内容理解が困難になる。また、報道番組のインタビューの多く
では、オープンキャプションが付与されているため、字幕によ
る補足が不要である場合が多い。そこで、認識精度低下が予測
される場合には音声認識を停止し、「。。。」を字幕として表示する
など、字幕提示の方法を工夫した。
　また、地域放送局発の番組で扱われる人名の表記は、音声認
識の学習データとなっている東京発の番組で扱われる人名と同

じとは限らず、正しい漢字を特定できない場合がある。そこで、
人名はカタカナで表示することとした。
　NHKでは平日毎夕６時10分からの放送枠で、各地域放送局
がそれぞれの地域番組を放送している。この試行サービスを全
国展開するためには、地域放送局の数だけ音声認識設備が必要
になり、整備・維持に大規模な設備投資と運用コストが必要に
なる。そこで、音声認識と配信設備をクラウド上に集約して効
率的にシステムを構築した（図5-1）。2019年2月から、この試
行サービスを静岡・熊本・福島の3つの放送局で開始した。

〔参考文献〕
（1）	 	萩原，伊藤，小早川，三島，佐藤:“番組制作支援のための音声認識

を用いた取材映像書き起こしシステム，”	 情処学SLP研報，
Vol.2018-SLP-124，	No.5（2018）

5.2　音声ガイドの研究

　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。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」と、アナウンサ
ー実況の代わりとしてネットサービス等に展開する「ロボット
実況」、およびこれらのベースとなる音声合成技術の研究を進
めた。

■ 自動解説放送
　人手で制作されている解説放送と同様に、自動解説放送も放
送音声とできるだけ重ならないことが望ましい。そこで、発話
の音響的な特徴の変化傾向から、解説の好ましい挿入タイミン
グを自動推定する手法の検討を行った。リアルタイムで動作す
るプロトタイプを試作し、技研公開2018で展示した。本手法
で推定したタイミングと、目視で確認した挿入可能なタイミン
グとを比較した結果、一定の有効性が示された（1）（2）。また、視

図5-1　システムの概要
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覚障害者を対象に、発話の重なりが避けられない状況下での好
ましい聴取条件について評価実験を行った結果、重なっても影
響が少ない条件や、逆に、絶対に回避すべき条件などが確認さ
れ、システム設計への指針を得た。
　また、聞き取りやすい解説音声の音響的特徴の検討や、スポ
ーツ以外の番組へ展開について、視覚障害者および放送現場と
連携してサービス実施の可能性を検討した。

■ ロボット実況
　ロボット実況とは、国際的なスポーツ大会などで提供される
リアルタイム競技関連データから、競技の状況を説明する実況
原稿を自動で生成し、合成音声により発話させる技術である（3）。
2018年に開催されたスポーツ大会では、一部競技でインター
ネット配信によるロボット実況サービスを実施したが、2020
年の大会に向けて発話の内容をさらに充実させ、かつ、より多
くの競技に付与できるよう、発話アルゴリズムの改良および必
要なデータを取得する方法の検討を進めた。

■ 音声合成技術
　2017年度に開発したDNN（Deep	Neural	Network）音声合成
技術を、“ニュースチェック11”のCGレポーター「ヨミ子」の声
として実用化した。番組演出のニーズに応じて、多様な発話表
現に対応可能なデータの整備や操作プログラムの改修を行い、

イントネーションやポーズの改善、会話口調の実現など、番組
活用を通した発話スキルの向上に取り組んだ。この技術はイン
ターネット上のニュース読み上げサービスにも活用されてい
る。並行して、合成音の更なる品質向上と、コストと時間を要
している発話モデルの学習データ整備の効率化につながる、新
たな音声合成技術の開発に着手した（4）（5）。
　また、地域放送局のラジオ気象情報の一部を音声合成で提供
するトライアルに向けて、アナウンサー品質の発話を実現する
DNN音声合成技術を開発した。発話を気象予報番組の内容に
限定することで高品質化を実現した。2019年3月に甲府放送局
のラジオ県域放送でのテスト放送を開始した。
　その他、既開発の話速変換技術を利用し、ヨミ子のネットコ
ンテンツ展開を支援した。早口言葉を流暢に読み上げる演出
や、ニュース解説の動画の音声に話速の緩急を付与しつつ所定
時間に縮める機能の追加を行った。また、既開発の音声処理技
術を応用し、昨年度に続きＥテレ「テレビで中国語」で、中国語
学習アプリ「声調確認くん」や「そり舌確認くん」の運用支援を継
続した。

〔参考文献〕
（1）	 	M.	 Ichiki,	T.	Shimizu,	A.	 Imai,	T.	Takagi,	M.	 Iwabuchi,	K.	

Kurihara,	T.	Miyazaki,	T.	Kumano,	H.	Kaneko,	S.	Sato,	N.	
Seiyama,	Y.	Yamanouchi	and	H.	Sumiyoshi:“A	Study	of	
Overlap	between	Live	Television	Commentary	and	Automated	
Audio	Descriptions,”	Miesenberger,	K.	et	al.	eds.,	Springer,	
2018,	pp.220-224	(2018)

（2）	 	一木，熊野，今井，都木:“生放送番組向けの自動解説音声の挿入タ
イミング決定法	-スポーツ中継における実況音声の発話末予測-,”
信学技報,	Vol.118,	No.270,	WIT2018-29,	pp.45-50	(2018)

（3）	 	K.	Kurihara,	A.	Imai,	N.	Seiyama,	T.	Shimizu,	S.	Sato,	I.	Yamada,	
T.	Kumano,	R.	Tako,	T.	Miyazaki,	M.	Ichiki,	T.	Takagi	and	H.	
Sumiyoshi:“Automatic	Generation	of	Audio	Descriptions	for	
Sports	Programs,”	SMPTE	Motion	Imaging	Journal（2019）

（4）	 	栗原，清山，熊野，今井:“読み仮名と韻律記号を入力とする日本語
End-to-End	音声合成方式の検討,”	音響学会秋季講演論文集，	
1-4-1（2018）

（5）	 	栗原，清山，熊野，今井:“日本語end-to-end音声合成における発
話スタイル制御に関する検討,”	映情学年次大,	12C-1（2018）

5.3　機械翻訳技術

　外国人に対する迅速な情報提供を効率的に実施するため、ニ
ュースや放送番組、新聞記事のテキストを対象とした機械翻訳
の研究と、ニュース内容の理解促進を補助する読解支援情報付
きニュースの研究を進めている。

■ ニュース・番組コンテンツの機械翻訳
　放送局では、外国人に対する情報提供のために日本語コンテ
ンツを翻訳して外国語コンテンツを制作している。この外国
語コンテンツ制作を迅速かつ効率的に実施するため、機械翻
訳の研究を進めている（1）。近年の機械翻訳技術では、日本語と
英語の対訳データを大量に収集し、ニューラルネットワーク
で翻訳モデルを学習する手法が主流となっている。2018年度

は放送局用の対訳データ整備を進め、日本語ニュース原稿を
人手によって翻訳することにより、品質の高い日英ニュース
対訳データを50万文対作成した。また、このデータを利用し
た日英ニュース翻訳システムを試作した。さらに、日英翻訳結
果に対して日英の単語対応付けと、英単語に対する翻訳信頼
度の付与を実施し、機械翻訳結果を人手で修正しやすいイン
ターフェースを構築した。この研究は国立研究開発法人情報
通信研究機構と共同で実施した。
　このほか、NHKワールドのビデオオンデマンド（VOD）サー
ビス向け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進めている。2018年度は、英語-スペ
イン語の対訳データとしてVOD番組の字幕データを4万文対、
ラジオ日本の台本から1万文対を新たに整備した。

図5-2　自動解説放送・ロボット実況の仕組み
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■ 新聞記事の機械翻訳
　ビジネスシーンにおける外国人と日本人のコミュニケーショ
ンを円滑化することを目的として、会議や社交における対話・
雑談、および新聞記事に対応した機械翻訳技術の研究を、外部
の5機関と連携して進めている。NHKでは新聞記事翻訳技術を
担当し、2018年度は時事通信社の日本語記事と英語記事を自動
対応付けした対訳データによる日英機械翻訳実験を実施した。
この実験により、客観評価、主観評価ともに既存の翻訳システ
ムと比べて良い評価結果が得られた。さらに、新語への対応、
訳抜け、誤訳、重複訳、文脈による補完・用語統一など、今後
取り組むべき研究課題を整理した。この研究は国立研究開発法
人情報通信研究機構の委託研究「多言語音声翻訳高度化のため
のディープラーニング技術の研究開発」を受託して実施した。

■ 読解支援情報付きニュース
　2018年度は、64記事の読解支援情報付きニュースを実験用
として制作し、日本に住む外国人に対する読解支援情報付きニ
ュースの効果を調査した。この結果、読解支援情報によりニュ
ースの理解が向上することが分かった。この研究は、宇都宮大
学と協力して実施した。

〔参考文献〕
（1）	 	後藤，田中：	“ニューラル機械翻訳での訳抜けした内容の検出,”	自

然言語処理，Vol.25，No.5，pp.577-597（2018）
（2）	 	後藤，美野，熊野，田中：	“読解支援情報付ニュースの提案，”映情

学誌,	72巻8号,	p.	J113-J115（2018）

5.4　情報提示技術

　聴覚や視覚に障害のある人も含むあらゆる視聴者に情報を分
かりやすく伝えるため、スポーツ情報から手話CGを生成する
技術や、競技の進行と動きの情報を触覚へ伝える技術の研究を
進めるとともに、嗅覚への情報提示の研究に着手した。

■ スポーツ情報の手話CG生成技術の研究
　手話を母語とする方への放送サービス拡充のため、スポーツ
競技に関する情報を対象として、CGによる手話アニメーショ
ンを生成する技術の研究を進めている。
　試合中に配信される競技データと事前に用意したテンプレー
トを組み合わせて、手話CGと日本語字幕を自動生成し、試合
進行に合わせてWebブラウザ上で提示するシステムを開発し
た。アイスホッケーとカーリングの試合を対象として実施した
リアルタイム自動生成・提示実験の結果を、技研公開2018に
て展示した。生成したコンテンツを用いた評価実験により、サ
ービス実施に向けて提示すべき情報や画面上のレイアウトに関
する指針を得た（図5-3）（1）。
　スポーツニュースに関する日本語文の手話CG機械翻訳の研
究では、構文構造が複雑な文章に対応するため、日本語の構文

構造を手話の構文構造に変換して語順を並べ替える構文トラン
スファー方式による自動翻訳システムを試作した。構文構造の
変換には、日本語の構文解析結果と、2017年に開発した手話
構文解析結果から機械学習したデータを用いる。また、翻訳結
果の誤りを手話単語の並べ替えや置換により手作業で修正でき
る手話CG制作支援システムの開発も進めた。このシステムで
出力した手話CGアニメーションを用いた評価実験において、
効率的な修正のため、置換する単語・句を適切に提示する機能
が必要であることを確認した（2）。文脈や単語の印象により適切
な表情を付加する機能の開発と、実際の運用を想定した制作支
援システムの評価実験に関する検討を開始した。
　さらに、機械翻訳の精度向上に必要な対訳コーパスの拡充を
目指し、画像認識により手話動画をテキストに変換する技術の
研究開発に着手した。深層学習を用いた手話認識の先行研究の
検証を進め、日本手話の学習データを用いた評価実験を実施し
た。深層学習の有効性を確認するとともに、日本手話の認識率
向上に必要な学習データに関する知見を得た。
　技研では、2017年2月から関東地方の気象情報の手話CGを
NHKオンラインで公開し、わかりやすさを評価していただく試
みを進めている。現在の関東1都6県の都県庁所在地から、全国
47の都道府県庁所在地の定時予報に拡充するため、気象手話
CG生成システムの試作と動作検証を進めた。これらの研究の
一部は、工学院大学と共同で進めた。

■ 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に伝える技術の研究を
進めている。音声情報による伝達が難しい、動きの速いスポー
ツコンテンツにおける選手やボールの移動方向、ボールが床や
壁、ラケットなどに衝突したタイミング、などを伝えることを
主な目的としている。そこで動きやタイミングを触覚提示する
ために、振動・摺動・加速度の3種類に分類した刺激を利用す
ることとした。2017年度は、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、動きやタイミングの伝達
が可能であることを示した。2018年度は、仮想のスポーツコ
ンテンツの映像・音声に、触覚への刺激を人工的に付加して、図5-3　スポーツ手話CGサービス画面レイアウト例
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試合の流れや得点の入ったチームを把握できるかを実験的に検
証した。視覚障害者を対象とした実験の結果から、映像情報が
無くても試合状況を把握できることが分かった。テニスにおけ
るボールの往来を、皮膚への圧刺激を直線運動させる摺動で提
示した実験では、ボールの移動方向を伝えられる一方で、移動
の速さの変化は伝わりにくいなど、知覚・認知特性も明らかに
なってきた。
　昨年度開発したキューブ型の振動デバイスを、手で保持し続
ける必要がないように4つの振動子で手腕部を刺激するリスト
バンド型ハプティックデバイスを開発した（図5-4）（3）。このデ
バイスを使ってバレーボールにおける選手のサーブ・レシーブ・
トス・アタックなどのアクションや、ボールのラインイン・ア
ウトを振動で表現し、視覚障害者、聴覚障害者それぞれによる
評価実験で一定の情報が伝えられることが分かった。
　大きな加速度を持つ振動によって衝撃を擬似的に伝える実験
では、手掌部に振動を提示するボール型ハプティックデバイス
を開発し（図5-5）、提示する振幅の大きさと音声情報の音量・種
別などを可変させて組み合わせることで、視覚情報無しに試合
の進行状況も把握できる可能性が見いだせた（4）。今後、AR/VR
技術と組み合わせたより豊かなコンテンツ表現や、競技のイベ
ント情報からのリアルタイム提示を目指して、研究を進めてい

く。この研究の一部は東京大学、新潟大学と共同で実施した。
　言葉では説明が難しい図やグラフなどの2次元情報を視覚障
害者に効果的に伝える技術の研究では、上下するピンアレーに
よる凹凸や振動によって提示する触覚ディスプレーと指先を力
覚ロボットアームにより誘導して重要なポイントを伝える方式
とを融合させた触覚/力覚誘導提示システムの開発を進めてい
る（5）。2018年度は、視覚障害者の文字学習や盲ろう者のコミ
ュニケーション支援にも利用できるよう、システムの多目的化
を目指した開発を行った。通常、点字を未習得の視覚障害者や
盲ろう者に文字を伝える場合、介助者が盲ろう者の手のひらの
上に指で文字をなぞって伝えることが多い。ユーザーの指を文
字の書き順で誘導提示する方式を開発し、評価実験によって手
のひら書きよりも文字の認識率が高いことが確認できた。これ
によって、本システムが学習ツールだけではなく、盲ろう者の
コミュニケーション支援にも有効である見通しを得た。この研
究の一部は、筑波技術大学と共同で実施した。

■ 嗅覚情報提示手法の検討
　より豊かな視聴体験の提供を目指し、嗅覚情報提示手法に関
する研究に着手した。嗅覚情報提示技術に関する先行研究や最
新動向を調査するとともに、嗅覚情報の付与が有効である放送
コンテンツに関して検討した。また、映像との同時提示による
効果的な嗅覚情報提示手法に関する検討にも着手した。

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

N.	Kato,	Y.	Yamanouchi	and	N.	Hiruma:“Evaluation	of	the	Sign	
Language	Support	System	for	Viewing	Sports	Programs,”	
International	ACM	SIGACCESS	Conference	on	Computers	
and	Accessibility,	pp.361-363	(2018)

（2）	 	梅田，加藤，東，内田，金子，比留間，住吉:	“機械翻訳後に手修
正可能な手話CG制作支援システム，”	電子情報通信学会HCGシン
ポジウム，	A-7-5	(2018)	

（3）	 	M.	Azuma,	T.	Handa,	T.	Shimizu	and	S.	Kondo:	“Hapto-band:	
Wristband	Haptic	Device	Conveying	 Information,	”Lecture	
Notes	 in	Electrical	Engineering,	Vol.535	（3rd	 International	
Conference	on	Asia	Haptics）,	Kajimoto,	H.	et	al	eds.,	Springer,	
D2A17,	(2018)	

（4）	 	T.	Handa,	M.	Azuma,	S.	Shimizu	and	S.	Kondo:	“A	Ball-type	
Haptic	Interface	to	Enjoy	Sports	Games,	”Lecture	Notes	in	
Electrical	Engineering,	Vol.535	（3rd	International	Conference	
on	Asia	Haptics）,	Kajimoto,	H.	et	al	eds.,	Springer,	D1A16,	
(2018)	

（5）	 	坂井，半田，清水 :“2次元情報を伝える触覚/力覚誘導提示方式の
開発と評価　-力覚誘導条件が空間位置認知に与える影響-，”信学
論（D），Vol.J101-D，	No.3，pp.628-639（2018）	

図5-4　リストバンド型ハプティックデバイスの概観

図5-5　ボール型ハプティックデバイスの内部構造
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6.1　撮像技術

■ ３次元構造撮像デバイスの研究
　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
ンサーの実現を目指して、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、異なる基板に形成した受光部や信号
処理回路を接合して製作することにより、受光部直下に画素ご
とに信号処理回路を集積した構造を備えている（図6-1）。これ
により、全画素並列に信号処理を行うことで、多画素でも高い
フレームレートを維持することができるため、将来の立体映像
の取得などへの応用が期待される。

　2018年度は、デバイスの高集積化に向けて、3層以上の構
造（1）を実現する多層化プロセスを開発した（図6-2）。2層構造を
形成する技術（図6-2（a）～（c））に加えて、新たに集積回路の裏
面に絶縁層と埋め込み電極を形成する技術と、裏面側の平坦化
技術（図6-2（d）～（e））の開発により、3層構造デバイスの試作に
成功した。本プロセスの繰り返しにより、さらなる多層化の実
現性が高まり、従来平面状に形成してきた信号処理回路を３次
元構造化することで、画素サイズの縮小と信号処理回路の高集
積化の両立に向けた見通しを得た。
　この研究は、東京大学と共同で実施した。

■ RGB積層型撮像デバイスの研究
　小型・軽量で機動性に優れた単板カラーカメラの実現に向け

て、RGB積層型撮像デバイスの研究を進めている。本デバイス
は、赤（R）、緑（G）、青（B）のそれぞれに感度を持つ有機光電変
換膜（有機膜）と、各有機膜で発生した信号を読み出す薄膜トラ
ンジスター（TFT）アレイとを交互に積層したものである。2018
年度は、デバイスの高精細化に向けて、TFTアレイの微細化に
取り組んだ。
　従来のTFTアレイは、半導体にインジウム・ガリウム・亜鉛
複合酸化物（IGZO）を用い、ソース・ドレイン（S/D）電極の加
工の際に半導体を保護するための層を設けたエッチストップ構
造（図6-3（a））としていた。しかし、TFTアレイのさらなる微細
化を進めるためには、構造を簡素化する必要があった。そこで、
保護層が不要で、エッチストップ構造よりもTFTのチャネル長
を短くできるバックチャネルエッチ構造（図6-3（b））を採用し
た。本構造では、半導体上で直接S/D電極を加工する必要があ
るため、電極形成プロセスに耐性のある半導体材料としてイン
ジウム・スズ・亜鉛複合酸化物（ITZO）を選択した。これらの製
作手法や材料を導入することにより、チャネル長を従来の6μm
から2μmに短縮したTFTを試作し、撮像デバイス用の信号読み
出しTFTとして108以上の十分なON-OFF比が得られることを
確認した。このTFTを用いることで、信号読み出し用TFTアレ
イの画素ピッチを従来の50μmから20μmに微細化すること
ができ（図6-4）（2）、RGB積層型撮像デバイスの高精細化に見通
しを得た。

図6-1　3次元構造撮像デバイス

画素並列
信号処理

別に形成した
基板を積層

信号処理回路

受光部
画素

光

図6-2　多層化プロセス

▼▼▼ 

超精密研磨
（平坦化）

埋め込み電極

（a）埋め込み電極形成・
 平坦化

（b）基板接合（2層）

集積回路

支持基板

（c）支持基板除去

（d）絶縁層形成 （e）埋め込み電極形成・平坦化

▼▼▼ 

超精密研磨
（平坦化） 埋め込み電極

（f）基板接合（3層）

接合面

接合面

絶縁層

6　次世代放送用デバイス・材料

図6-3　（a）エッチストップ構造TFTと（b）バックチャネルエ
ッチ構造TFT
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図6-4　試作したTFTアレイの顕微鏡写真
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■ 固体撮像デバイスの超高感度化に向けた 
　プレーナー型光電変換膜構造の研究
　2章2節で、8Kカメラの高感度化を目指した増倍膜積層型8K
固体撮像デバイスの研究について述べた。このデバイスでは、
アバランシェ増倍現象による電荷増倍に必要な電界を膜内に形
成させるため、膜厚方向に電圧を印加しており（図6-5（a））、10
倍程度の電荷増倍率を目指している。一方、将来の超高感度化
を目指した増倍率向上のためには、膜内の電界をさらに強める
必要があるが、固体撮像デバイスに積層された膜に印加できる
電圧には制限があることから、従来構造では増倍膜の厚みを薄
くする必要がある。しかし、膜厚が薄くなるほど光の吸収が低
下し、光の利用効率低下を招く。そこで、膜の厚さに依存する
ことなく内部の電界を強めることができる、新しいデバイス構
造の検討に着手した（図6-5（b））。本構造では、電圧を印加する
電極（陽極）を、画素電極（陰極）と同一面上に形成することで、
膜内の横方向に強い電界を得ることができる。これにより光電
変換膜の厚みを保持したまま、光の吸収特性を低下させること
なく、高い電荷増倍率を得ることが期待できる。

　2018年度は、電荷増倍率を100倍程度得るために必要な膜
内の電界強度を予備実験の結果を基に推定するとともに、所望
の電界強度を得るための電極構造を、電界解析を用いたシミュ
レーションにより検討した。図6-6に解析により得られた有効
な電極構造を示す。ひとつの陰極－陽極対の大きさは非常に小
さくなると想定されるため、1画素は複数の陰極－陽極対で構
成し、陰極を囲うようにサブミクロン（0.1μm以下）の微細な間
隔をあけて陽極を配置したものを多数並べた。この電極構造で
電極サイズを最適化することにより、およそ100倍の増倍率を
得るための強電界（108V/m）を陰極の近傍に均一に形成できる
ことが分かった。

〔参考文献〕
（1）� �後藤，本田，渡部，萩原，難波，井口，更屋，小林，日暮，年吉，

平本：“画素並列信号処理3層構造イメージセンサの設計，”�第79回
応物秋季予稿集，19p-432-7（2018）

（2）� �堀，高木，堺，中田，佐藤，大竹，相原：“有機撮像デバイス用
信号読み出し回路の微細化技術，”　映情学年次大，13C-1（2018）

6.2　記録技術

■多値記録ホログラムメモリーの研究
　８K映像を長期保存するための超大容量・高転送速度のアー
カイブ用記録システムが求められている。この要求に応える記
録技術として、多値記録によるホログラムメモリーの研究開発
を進めている。2018年度は、多値数4の振幅多値記録に有効な
クロストーク低減手法と、機械学習に基づく再生データの復調
技術に取り組んだ。
　振幅4値記録のホログラムメモリーでは、4種類の輝度を持つ
シンボル画素が二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。ページデータを再生する際、ノイズが原因
で記録時と異なるシンボル画素の輝度値になると、再生情報に
誤りが生じる。特に大きなノイズ要因はシンボル画素間の光の
漏れ込み（クロストーク）である。そこでシンボル画素を小さく
し、かつシンボル画素間に黒のシンボル画素を挿入（見かけ上の
開口率を小さく）することでクロストークの低減を試みた（図
6-7）。提案手法で構成したページデータを用いて記録再生実験
をしたところ、再生信号の誤り率を完全に訂正可能な値にまで

低減できることを確認した（1）。
　再生データの復調技術については、これまでに、畳み込みニ
ューラルネットワークによる復調方式を開発し、2値記録での
有用性を確認した。2018年度は、本方式を振幅4値記録へ適用
することを目指して、数値シミュレーションにより検討を行っ
た。その結果、変調ブロックを構成する3×3シンボル画素を畳
み込みニューラルネットワークで復調したところ、従来の硬判
定（一つの閾値で0,1の判定を行う）と比べて復調誤りが1/4に
なることを確認できた。また、周辺部からのノイズの影響を勘
案し、変調ブロックを5×5シンボル画素へと大きくして冗長度
を増やすことにより、さらに硬判定から約1/10まで復調誤りを
抑制できることを確認した（2）。
　また、2015年度に試作したホログラムメモリープロトタイ
プドライブを用いて、多重露光による振幅多値記録の基礎実験
を進めた。
　この研究の一部は、（株）日立エルジーデータストレージと共
同で実施した。

図6-6　解析に用いた電極構造
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■微小磁区並列デバイスの研究
　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、磁性細線中に微小磁区を形成しその高速移
動特性を利用した、微小磁区記録デバイスの研究開発を進めて
いる。2018年度は磁区を正確に形成するため、記録素子を磁
性細線上に一体化形成するプロセス技術を開発した。また磁区
形成に必要な電流を削減できる新しい記録手法の検討を進め
た。
　記録素子を磁性細線上に一体化形成するには、基板上に、位
置合わせマーカー層（①）、磁性細線層（②）、層間絶縁層（③）、
記録素子層（④）、電極層（⑤）の5層構造にする必要がある。デ
バイスの試作には、各層を位置ずれなくパターン形成し、薄膜
堆積および不要部の剥離を繰り返して積層する方法を採用し
た。このうち、比較的大きな構造である①、③、および⑤は大
面積を均一に露光できるレーザー描画装置で、極微細なパター
ンである②、および④は電子線描画装置を利用して形成した。
各層は交互に両装置を利用して形成されるため、独自の位置合
わせマーカーを使用し、磁性細線および記録素子の位置ずれを
40nm以下に抑制した。
　磁性体中の磁化の動的過程を表すLLG�（Landau–Lifshitz–
Gilbert）方程式を用いて記録素子に流す電流による磁区形成過
程をシミュレーションにより解析した。その結果、記録素子と
して導線１本に電流を流すことで発生する磁界により磁区を記
録した場合、生成される磁区のエッジの極性のふらつきが大き
く、安定しないことが分かった。この課題を解決するため、記
録素子を２本並列に並べて逆方向に電流を流すことで生成され
る急激な磁場変化を利用した記録手法を考案した（図6-8）（3）。こ
れにより、高速かつ安定な磁区の記録と、記録素子1本あたり
の電流密度を半減する見込みを得た。

■トポロジカル表面状態を用いる 
　スピン軌道トルク磁気メモリの創製
　国立研究開発法人�科学技術振興機構の戦略的創造研究推進
事業「トポロジカル材料科学に基づく革新的機能を有する材料・
デバイスの創出」において、トポロジカル絶縁体の磁気メモリー
への適用に関する研究を、東京工業大学、東京大学と共同で受
託した。トポロジカル絶縁体は、内部は絶縁体であるものの、
表面にはスピンの揃った電流が流れ、強いスピントルク（回転さ
せる力）を発生できる新材料である。トポロジカル絶縁体の一
つである特別な結晶方位のビスマスアンチモン（BiSb）を磁性
細線に接合することにより、磁性細線の磁区駆動に必要な電力
を1/100程度に大幅に改善できることが期待される。2018年
度は、このビスマスアンチモンと磁性材料を良好に接合する手
法について調査を行った。

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

Spatial�Guard�Interval�on�Data�Page�for�Reducing�Inter-Symbol�
Interference�in�Amplitude�Multi-Level�Recording�Holographic�
Memory,”�Tech.�Dig.�ISOM�’18,�Mo-C-03,�2018,�pp.13-14�
(2018).

（2）� �Y.�Katano,�T.�Muroi,�N.�Kinoshita�and�N.�Ishii:“Demodulation�
of�Multi-Level�Data�using�Convolutional�Neural�Network� in�
Holographic�Data�Storage,”2018�International�Conference�on�
Digital� Image�Computing:�Techniques�and�Applications�
(DICTA),�IEEE�Xplore,�pp.728-729�(2018).

（3）� �川那ほか:�“局所磁界アシストによる磁壁電流駆動シミュレーショ
ン,”�日本磁気学会第42回学術講演会講演予稿集,�11pPS-30,�
p.58（2018）.

6.3　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ディスプレーの実用化に向けては、有機
EL（Organic�Light-Emitting�Diode�:�OLED）デバイスの電子注
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、フィルム基板を用いた際の寿命劣化が大きな課題となっ
ている。当所では、アルカリ金属等を使わず、酸素や水分に強
いOLED（逆構造OLED）の研究開発に取り組んでいる。2018年

度は、逆構造OLEDの高性能化のための材料や形成プロセスに
ついて、原理的な解明に取り組んだ。
　逆構造OLEDの低電圧・高効率化、長寿命化には、電子注入
材料の選定が極めて重要となる。さまざまな材料を検討した結
果、電子軌道エネルギーなどから、ホウ素を含有する特殊な有
機材料が、電子注入性や寿命の改善に適していることを明らか
にした。また、電子注入層の形成プロセスとして、真空成膜よ
りも、塗布成膜した場合に、低電圧かつ長寿命な逆構造OLED

図6-7　シンボル画素間クロストークを低減するための 
ページ構成

従来のページ構成 提案するページ構成
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図6-8　記録素子1本もしくは2本の場合に形成される磁区の違い
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が得られることがわかった。元素分析の結果よりその原因を考
察したところ、電子注入層の塗布成膜過程において、下層にあ
る酸化亜鉛が少量溶け出して混合され、電子注入層中に形成さ
れる不純物のエネルギー準位が変化し、デバイス性能向上に大
きく寄与することがわかった（1）。これらの結果を踏まえて、塗
布により電子注入層を形成した逆構造OLEDは、ガスバリア性
の低いフィルムを用いた場合でも発光面の劣化がなく、赤色で
3,000時間以上、緑色で1,500時間以上の連続点灯を示し、輝
度低下が顕著な通常のOLEDに比べて、はるかに高い大気安定
性を示すことを確認した（2）。
　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、高色純度で、省電力かつ長寿命なOLEDの開発が求められ
る。これまで、網目状に広がった剛直な分子構造をもつ白金錯
体を発光層中の発光色素に用いることで、色純度の高いOLED
を実現できることを示してきた。白金錯体は、単体で高色純度
の発光を示すものの、発光層中で電気エネルギー輸送を担うホ
スト材料との混合により、色純度が低下してしまう。そこで、
2018年度は、どのようなホスト材料が高色純度化に適してい
るのか、系統的に調べた。その結果、長寿命化に有利なホスト
材料に含まれるトリアジンとよばれる部分と発光色素である白
金錯体が接近して相互作用することで、長波長側の不要な発光
が生じ、色純度が低下することが分かった（3）。今後、この知見
をもとに、新たなホスト材料の設計を進め、広色域の有機ELデ
ィスプレーの開発に活かす。

■ 大画面有機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化・低消費電力化を目指し、
画素の駆動素子である薄膜トランジスター（TFT）の研究開発を
進めている。2018年度は、半導体材料に酸窒化亜鉛（ZnON）を
用いた高移動度TFTの開発を進めた。ZnONへ微量に不純物を
添加することにより、ZnON-TFTの電気特性が大幅に改善する
ことを見いだした。具体的には、窒素との結合エネルギーが大
きい元素（Taなど）の添加により、TFTのスイッチング特性が改
善するとともに、高い伝導性に寄与する元素（Inなど）の添加で、
移動度が向上することが分かった。Inを添加したZnON-TFTに
おいて、最大で59cm2/Vsという高い移動度を実現した。
　画質の向上を目指した映像信号処理技術として、HDR映像に
おける輝度制御手法の検討を進めた。これまでに、平均輝度が
高いHDR映像の表示において、明部・暗部の階調表現を維持し
ながら駆動電力を制御する手法を考案してきた。しかし、この
手法では明部のみを制御するため、中間階調で発生する画質劣
化が課題となっていた。今回、HDR映像に最適な信号処理を導
入して輝度を制御することにより、画質劣化を防ぐ手法を考案
し、評価画像でその有効性を確認した（4）。

■ 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　
　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
ルディスプレーの実現を目指して、大規模な真空装置が不要な
塗布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、塗布法で形成した半導体膜中に不純
物や欠陥が多く、移動度が低いことが課題となっていた。今回、
酸化物半導体（In-Zn-O）へフッ素を添加するとともに、水素導
入と酸化処理を適用することにより、半導体の膜質を改善した。
フィルム基板に適用可能な低温（300℃）プロセスでも、従来の
真空プロセスで作製したTFTに匹敵する高い移動度（12.8cm2/
Vs）を実現した（5）。
　QD-LEDは、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。2018年度は、低毒
性量子ドットとしてリン化インジウム系材料（ZnInGaP/ZnS）
を用いたQD-LEDの試作に取り組んだ。緑色発光のZnInGaP/
ZnS量子ドットを用いたQD-LEDにおいて、電子をブロックし
ながら効率良く正孔を発光層に注入できる正孔輸送層を導入す
ることにより外部量子効率3.4％を実現した（図6-9）（6）。
ZnInGaP/ZnSを用いたQD-LEDの研究は、株式会社アルバッ
クと共同で実施した。
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図6-9　ZnInGaP/ZnS量子ドットEL素子とEL発光スペクトル
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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、当所の研究成果を寄与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、21GHz帯放送衛星の衛星搭載用フェーズ
ドアレーアンテナや広帯域伝送特性評価などを寄与し、ITU-R
レポートに反映された。SG5（地上業務）では、WRC-19（2019
年世界無線通信会議）の議題の一つであるHAPS（High Altitude 
Platform Station）と、国内で使用されている6GHz帯FPUとの
周波数共用条件を提案し、CPM（Conference Preparatory 
Meeting）レポート案及びITU-Rレポートに反映された。SG6

（放送業務）では、地上テレビジョン放送の高度化技術、番組制
作用のIPインターフェース、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、音
響メタデータの伝送方法、4K8K素材伝送用音声符号化方式、
VR/360°映像システム、ハイダイナミックレンジテレビ番組制
作の運用方法、AI（Artificial Intelligence）の放送応用などを寄
与し、ITU-R勧告・レポート・研究課題に反映された。
　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、標準化が開始された次世代映像符号化方式の要素
技術を提案し、作業原案に採用された。また、新たな3次元映
像符号化に関する標準化に参加し、既存符号化方式を要素画像
群と多視点画像群にそれぞれ適用した場合のデータ圧縮量を比

較した結果を寄与した。
　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シリアル
形式の音響メタデータをAES3デジタル音声信号インターフェ
ースに多重する方式について、標準規格案の更新に寄与した。
　トルクメニスタン・アシュガバット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、新4K8K衛星放送やＷ
杯サッカー・五輪での8K制作など、NHKの取り組みを紹介す
るとともに、プロジェクトリーダーとして次世代地上放送、ハ
イブリッド放送、番組制作用メタデータ、人にやさしい放送な
どの研究開発状況を寄与した。また、AIを活用した番組制作に
関するNHKの論文がABU Technical Review誌 最優秀論文賞
を受賞した。
　これらのほか、欧州放送連合（EBU）、米国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）、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。

■ 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（2018年9月まで）
 副議長（2018年10月から）

■ 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
　　　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 
　　　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
　　　音声品質評価法作業班 主任
　　　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
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　　　機器間インタフェース作業班 主任
　　素材伝送開発部会 
　　　地上無線素材伝送作業班 主任
　　　　ミリ波素材伝送TG リーダー
　　　　新周波数対応FPU検討TG リーダー
　　　　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
規格会議 委員長代理 

■ 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

■ 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/
ML（Machine Learning）の各サブグループに参加し、BTFメン
バーの取り組みに関する調査を行った。
　将来のコンテンツ制作基盤の共通化を目指したEBUのプロジ
ェクトMCMA（Media Cloud and Microservice Architecture）

の活動に参画し、FIMS（Framework for Interoperable Media 
Services）が策定したSOAP仕様から複数クラウドの連携を想
定したREST仕様へ変更について議論した。また、公開済みの
MCMAライブラリ群とサンプルのアプリケーションについて
IBC（International Broadcasting Convention）2018でデモを
行った。

■ 共同研究、研究相互協力、連携大学院
　2018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31件の研究相互協力を実施した。
　また、7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や相互の放送技術発展のため、ABU加
盟機関からの若手研究者の受け入れプログラムに基づき、イラン
から1名の研究者を受け入れた。また、滞在研究員としてブラジ
ルTV Globoから1名、国内の放送事業者から2名を受け入れた。
さらに、ポストドクターに1件の研究委嘱を実施した（表7-1）。

　大学等からの要請により、卒業論文や修士論文作成のための
実習生を4校（早稲田大学、東京理科大学、電気通信大学、東京
農工大学）から9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、ベルギー、オーストラ
リアに研究員５名を派遣した（表7-2）。

表7-2　研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ
ベルギー　IMECインターナショナル 2017/9/25 ～ 2018/9/20 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 ～ 2018/4/19 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 ～ 2018/7/31 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
アメリカ　MIT メディアラボ 2018/9/25 ～ センサーネットワークを用いた3次元音響のインタラクティブコンテンツの制作
アメリカ　スタンフォード大学 2018/10/21 ～ 放送と融和するフレキシブル・ウェアラブルエレクトロニクスの調査研究

表7-1　研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ
ABU滞在研究員 2018/12/6 ～ 2019/3/29 AIを活用したコンテンツ制作支援システムの研究
滞在研究員 2019/1/15 ～ 次世代地上放送システムの調査および開発
滞在研究員 2018/5/14 ～ 2019/3/31 地域情報を活用した放送通信連携技術の研究
滞在研究員 2018/9/3 ～ ハイブリッドキャストコネクトを活用したサービスの研究

ポストドクター 2017/9/1 ～ 2019/3/31
ホログラム再生における高速・高精度位相検出技術の開発（2017/9/1 ～ 2018/8/31）
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とその応用（2018/9/1 ～ 2019/3/31）
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■ 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。2018年度は国や公的機関（総務省、NICT*、JST**）
から委託された3件の研究を実施した。
　●地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発
　●多言語音声翻訳高度化のためのディープラーニング技術の

研究開発

　●トポロジカル表面状態を用いるスピン軌道トルク磁気メモ
リの創製

*：国立研究開発法人　情報通信研究機構
**：国立研究開発法人　科学技術振興機構

■ 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
る委員の方々から研究活動に対するご意見をいただいた。研究
アドバイザー会議を16回開催し、研究アドバイザーの方々から

ご助言、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、研究を推進した。

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略）2019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
　河合　俊明 株式会社TBSテレビ　代表取締役専務取締役
　川口　忠久 株式会社テレビ朝日　常務取締役
　川添　雄彦 日本電信電話株式会社　取締役研究企画部門長
　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
　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　環境・社会理工学院　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
　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
　栁島　　智 総務省　情報流通行政局　放送技術課長

■ 研究アドバイザー （敬称略）2019年3月
氏名	 所属
安藤　　真 国立高等専門学校機構　理事
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　所長
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　基幹工学部　教授
Timothy John Baldwin　メルボルン大学　教授
三好　正人 金沢大学　理工研究域　電子情報通信学系　教授

■ 客員研究員 （敬称略）2019年3月
氏名	 所属
池辺　将之 北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授
巖淵　　守 早稲田大学　人間科学学術院　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　客員教授
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
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7.2　研究成果の公開

■ 技研公開
　2018年の技研公開は、「よりリアルに、スマートに、あなた
とつながる」をテーマに、5月22日から6日間の日程で実施し
た。4月に公表したNHK技研3か年計画（2018-2020年度）を紹
介するとともに、最新の研究成果24項目、体験型5項目を展示
し、開催期間中延べ20,500人の方々に来場いただいた。エン
トランスでは、3次元テレビをはじめとする将来の多様な視聴
スタイルと、その実現を目指した研究コンセプト「ダイバースビ
ジョン」を紹介した。
　また、AIを活用した番組制作支援技術や、インターネットを
活用した放送サービス技術、フルスペック8K技術、ユニバーサ
ルサービス技術などの最新の研究成果を展示した。
　講堂では、NHK技研3か年計画、IoA(Internet of Abilities)の
実現に関する基調講演と、技研の3つの研究開発テーマ「リアリ
ティーイメージング」、「コネクテッドメディア」、「スマートプ
ロダクション」に関する講演を実施した。
　公開実施日程
　　　５月22日（火）オープニングセレモニー
　　　５月23日（水）招待内覧会
　　　５月24日（木）～ 27日（日）一般公開

■ 基調講演
タイトル	 講師

NHK技研3か年計画（2018-2020年度） 黒田　　徹 放送技術研究所長

IoA(Internet of Abilities)実現への挑戦、放送の未来 暦本　純一 東京大学教授　 ソニーコンピュータサイエンス研究所　副所長

■ 講演
タイトル	 発表者
臨場感を超えるリアリティーイメージング 境田　慎一 テレビ方式研究部　部長
コネクテッドメディア～“つながる”で放送が変わる～ 中川　俊夫 ネットサービス基盤研究部　部長
AIを活用したスマートプロダクション 岩城　正和 ヒューマンインターフェース研究部　部長

■ 研究展示
E1 NHK技研3か年計画（2018-2020年度） 12 フルスペック8K中継制作システム
E2 広がる視聴スタイル 13 8K4倍速スローモーションシステム
1 音声認識による書き起こし制作システム 14 8K120Hz映像符号化・復号装置
2 映像自動要約システム 15 8K撮像デバイスの高感度化技術
3 白黒映像の自動カラー化技術 16 電気光学ポリマーによる光フェーズドアレー
4 テキストビッグデータ解析技術 17 オブジェクトベース音響による次世代音声サービス
5 ロボット実況・自動解説放送 18 Sports 4D Motion
6 スポーツ情報の手話CG制作システム 19 8K番組素材の移動伝送技術
7 メディア統合プラットフォーム 20 IP制作のための8K伝送技術
8 テレビ×ネット×ライフを創る行動連携技術 21 21GHz帯衛星放送システム
9 テレビ視聴ロボット 22 地上放送高度化技術
10 シート型8K有機ELディスプレー 23 30万画素3次元映像システム
11 大気安定な逆構造有機ELデバイス 24 ソードトレーサー

■ 体験展示

1 8Kのある暮らし 4 MMT配信で自由視点を楽しもう！
2 22.2マルチチャンネル音響の家庭視聴スタイル 5 8Kディスプレーによる高精細VR
3 ホログラムでぴったりチャレンジ

エントランスの様子

将来の多様な視聴スタイル
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■ 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 2018において、8Kシア
ターによる8Kコンテンツ上映と3種類の8K家庭視聴スタイル
のデモを行ったほか、8K関連技術を中心とした最新の研究成果
を展示した。NAB Showには世界各国から約9万3千人の参加登
録があった。

　9月には欧州最大の放送機器展IBC2018において、88インチ
8K OLEDディスプレーと22.2ch音響システムによる8Kリビ
ングシアターを展示し、コンテンツ上映を行った。また、8K関
連技術を中心とした最新の研究成果も展示した。IBCには世界
各国から約5万6千人が来場した。

■ 海外展示　2件
イベント名	 日程	 展示項目
NAB Show 2018（アメリカ・ラスベガス） 4/9 ～ 4/12 8Kシアター、3種類の8K家庭視聴スタイルデモ、8K/240Hz単板式カメラ 
  による4倍スローモーションシステム、8K IP軽圧縮伝送装置、8Kディス 
  プレーによる高解像VR 、MMT配信技術によるマルチビューデモ 
IBC2018（オランダ・アムステルダム） 9/14 ～ 9/18 88インチ8K OLEDディスプレーと22.2ch音響による8Kリビングシアター、 
   8K/240Hz3板式カメラによる4倍スローモーションシステム、8K/120Hz 
  制作システム、ハイブリッドキャストコネクト、AIを活用した白黒映像の 
  自動カラー化技術

■ 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放送技術を紹介した。特に
2018年12月に開始した新4K8K衛星放送を周知するイベント

では、超高精細な8K映像と22.2マルチチャンネル音響による
将来の家庭視聴をイメージした「8Kリビングシアター」を展示
し、多くの方に臨場感あるコンテンツをご覧いただいた。

■ 国内展示　30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 飛び出すテレビほか
オホーツク未来フェス（北見放送局） 7/14 ～ 15 どーもくんどたばたレースほか
4K・8Kスーパーハイビジョンパーク 8/1 ～ 4 8Kリビングシアターほか
映像情報メディア学会 年次大会 8/29 ～ 31 8Kコンテンツ上映
Nスポ！ 2018 9/15 ～ 16 ソードトレーサー
佐賀さいこうフェス2018 10/20 ～ 21 どーもくんどたばたレースほか
映像情報メディア学会 特別展 10/27 ～ 12/15 8Kコンテンツ上映ほか
瀬戸市デジタルまつり2018 11/4 IP立体ほか
Inter BEE 2018 11/14 ～ 16 白黒映像のカラー化ほか
4K・8Kスーパーハイビジョンパーク 11/30 ～ 12/4 8Kリビングシアター
NHKサイエンススタジアム2018 12/1 ～ 2 IP立体ほか

■ 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、Advanced 
Materials、IEEE Transactions、IEEE Access、Scientific 
Reportsなどの海外学会誌に論文が採録された。

国内学会誌 47 件
海外学会誌 27 件
国内学会・研究会など 220 件
海外学会・国際会議など 195 件
一般雑誌などへの寄稿 48 件
部外への講師派遣 58 件

合計 595 件
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■ 報道発表
　当所の研究成果を中心に、9件の報道発表を行った。

年月日	 発表内容
2018/4/5 「技研公開2018」の開催について
2018/4/5 白黒映像の自動カラー化技術を開発
2018/5/22 3次元映像表示方式「アクティナビジョン」を開発
2018/5/22 8Kスーパーハイビジョン移動中継用FPUを開発
2018/5/22 放送規格に準拠した120Hzフルスペック8K映像符号化装置を開発
2018/5/22 8K高速度カメラとスロー再生装置の開発
2018/5/22 テレビとスマホやIoT機器の連携を容易に「ハイコネ®･ライブラリ（Hybridcast Connect Library）」を開発
2019/1/18 「第73回 技研公開」
2019/3/29 世界初の8K放送システム、将来のメディア技術をNAB SHOW 2019に出展

■ 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、インタ
ーネット活用技術、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、官公庁、メーカー、放送・映画、学術機関
の関係者など、幅広い分野の方々の見学対応を行った。また、
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、海外からも多くの放送関係者が当所を訪れた。

視察、見学 55件（うち、海外　18件）
974人（うち、海外　145人）

取材 15件

■ 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、「スーパーハイビジョン撮像・音響技術」、

「放送通信連携サービス」、「スポーツ映像表現技術」などを特集
した。
　海外向けのBroadcast Technologyでは、「スーパーハイビジ
ョンFPUの開発」、「８Ｋディスプレーによる高精細ＶＲ」、「有
機ＥＬの動画質改善」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.157 ～ No.168
　NHK技研R&D（和文、隔月刊） No.169 ～ No.174
　研究年報（和文、年刊） 2017年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast Technology（英文、季刊） No.72 ～ No.75　
　ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2017年度版

■ 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、機関誌などを一般公開ホームページで紹介した。特に技
研公開2018のページでは、スマートフォンやタブレットでも
見やすいデザインとし、さらに各展示項目のページに関連した
機関誌などへのリンクを掲載することで、より詳しい情報にア
クセスできるようにした。

技研公開2018の展示項目のページ例

技研だより Broadcast TechnologyNHK技研R&D
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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、ゴルフのパット軌跡を計測・表示するシステ
ムや、スキージャンプで選手の動きをマルチモーション表示す
るシステムが活用された。また、12月から開始したBS8K放送
の番組制作では、フィギュアスケートで8K2倍速スローモーシ

ョンシステムが活用された。
　ほかにも、NHKスペシャルでは、AI技術により過去の白黒映
像をカラー化するシステムが活用された。2018年に実施した
番組協力は46件であった。

■ 特許
　CATVのUHDTVデジタル放送の新たなパテントプール＊の
設立（2018年7月ライセンス開始）に参画するとともに、2K・衛
星UHDTV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2018」、「CEATEC JAPAN 2018」、「テ
クニカルショウヨコハマ2019」、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。
＊パテントプール：多数の標準必須特許を合理的な条件で一括ライセンスする仕組み。

■ 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 300 1100
 実用新案 0 0
 意匠 2 2
海外出願 特許 12 84
合計  314 1186

■ 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 264 1997
 実用新案 0 0
 意匠 0 0
海外 特許 22 123
合計  286 2120

■ 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  25 300
許諾権数  49 493
　　（内訳）特許権  27 248
　　　　　ノウハウ  22 245

■ 技術協力 （NHK総数）

	 区分	 	件数（うち前年度からの継続）
技術協力   24（2）
受託研究   3（1）
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■ 受賞、学位取得
　2018年度は、前島密賞、電波功績賞など24件受賞した。2018
年度は、新たに2人が学位を取得した。2018年度末の学位保有

者は、84人となった。

受賞者 賞の名称 授賞者 業績名・受賞事由 受賞・表彰日

大竹剛 前島密賞 公益財団法人通信文化協会 安心・安全なパーソナルデータ利活用のためのプライバシ
ー保護システムの開発 2018/4/10

田中祥次　鈴木陽一　
橋本明記（技術局） 科学技術分野の文部科学大臣表彰 文部科学省 超高精細度テレビジョン衛星放送用伝送方式の開発 2018/4/17

市ヶ谷敦郎　岩村俊輔　根本慎平 日本ITU協会賞 一般社団法人　日本ITU協会

ITU-T SG16/WP3/Q.6とMPEGの共同作業班における
ITU-T勧告H.265、264のHDR拡張および補助文書策定へ
の貢献。HD/UHDのデジタルENGにおけるBT.1872改訂
への貢献

2018/5/17

久保田啓一 丹羽高柳賞 功績賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 ハイビジョン、並びにスーパーハイビジョンの研究開発、
実用化、及び国際展開への貢献 2018/5/30

濱住啓之 丹羽高柳賞 業績賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 OFDM方式デジタルラジオマイクの研究開発と実用化へ
の貢献 2018/5/30

森千晶　
西口敏行（NHKエンジニアリングシステム）
小野一穂

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 ３次元音響残響付加装置 2018/5/30

片野祐太郎 鈴木記念奨励賞 一般社団法人 映像情報メディア学会
ロールオフフィルターによるホログラムメモリーのSN比
改善ホログラムメモリーにおける畳み込みニューラルネ
ットワークの効率的な学習手法の一検討

2018/8/30

平野芳邦　本山靖　町田賢司　菊池宏　
田中克（NHKエンジニアリングシステム）

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 EOポリマーを用いた光フェーズドアレイの先駆的研究 2018/5/30

半田拓也 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 物体の形状と硬さを空間に提示するハプティックデバイ

スの開発 2018/5/30

4K・8K試験放送送出設備開発グループ 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 4K・8K試験放送システム開発 2018/5/30

鴨田浩和　村瀬健治　松﨑敬文　
伊藤史人　小山智史　津持純　
居相直彦　今村浩一郎　濱住啓之　
中川孝之（技術局）　鈴木慎一（技術局）　
熊谷崇（技術局）
小郷直人（名古屋放送局）
澁谷一彦（NHKエンジニアリングシステム）

電波功績賞 総務大臣表彰 一般社団法人電波産業会 4K・8K放送番組素材用FPUの開発 2018/6/27

佐々木翼 電気学会優秀論文発表賞 一般社団法人　電気学会 「無機・有機物ブレンド材料を用いた逆構造有機EL作製プ
ロセスの低温化技術」の講演 2018/9/6

小川一人 電子情報通信学会基礎・境界ソサエイティ
貢献賞（会議運営） 一般社団法人　電子情報通信学会 国際学会IWSEC2017運営に対する貢献 2018/9/12

三ッ峰秀樹 編集功労賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 投稿論文編集への貢献 2018/9/20

サイモン クリピングデル FIT奨励賞 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

FIT2018での発表
「キネクトを用いた映像視聴時の弱表情の検出について」 2018/9/21

山岸史弥 ポスター賞　若手最優秀部門 一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

SC-FDE方式におけるミリ波帯
電力増幅器の歪を考慮したパイロット信号のブースト比
の検討

2018/9/28

山内結子　河合吉彦　望月貴裕　
後藤淳　佐藤庄衛　今井篤

ＡＢＵテクニカルレビュー誌　
ベストアーティクル賞 ＡＢＵ スマートプロダクションの研究 2018/10/1

青木秀一 国際標準化奨励者表彰
（産業技術環境局長表彰） 経済産業省 国際標準化活動への貢献 2018/10/2

杉本岳大 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 14496-3:2009/Amd. 6/2017の発行 2018/10/9

長坂正史　
中澤進（株式会社放送衛星システム）
小島政明
田中祥次（株式会社放送衛星システム）

APMC 2018 Prize 一般社団法人　電子情報通信学会 衛星放送用12/21GHz帯偏波共用受信アンテナの試作の
論文および講演 2018/11/9

林田哲哉 電気通信産業功労賞 一般社団法人　電気通信協会 - 2018/11/22
本田悠葵　後藤正英　渡部俊久　
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）
平本俊郎（東京大学）

第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ
優秀ポスター賞

応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

Three-Layer Stacked Au/SiO2 Hybrid Bonding with 6-
μm-pitch Au Electrodes for 3D Structured Image 
Sensors

2019/3/10

本田悠葵　後藤正英　渡部俊久　
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）
平本俊郎（東京大学）

第35回センサ・マイクロマシンと応用
システムシンポジウム
第10回集積化MEMSシンポジウム
優秀論文賞

応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

SOIウェハの直接接合を用いた2層積層320×240画素並
列CMOSイメージセンサ 2019/3/10

杉本岳大　中山靖茂（技術局）
小森智康

電気通信普及財団賞
テレコムシステム技術賞 公共財団法人　電気通信普及財団 22.2ch Audio Encoding/Decoding Hardware System

Based on MPEG-4 AAC 2019/3/20



所長　　三谷公二 専任局長　　岩城正和＊

研究主幹　　加藤　隆
研究主幹　　池田哲臣副所長　今井　亨

総　　　　　　務　　　　　　部 人事、労務、経理、局舎管理など 高橋　良児

A I 活 用 推 進 事 務 局 放送現場へのAI 技術の短期導入支援 

新 機 能 デ バ イ ス 研 究 部 高感度・高機能撮像デバイス技術、大容量・高速記録技術、 島本　　洋
 シート型ディスプレー技術など

空 間 表 現 メ デ ィ ア 研 究 部 空間像再生型 3次元テレビ技術、3次元映像デバイス技術、 三科　智之
 AR・VR技術、映像表現技術、認知科学など

スマートプロダクション研究部 映像解析、音声認識・合成、機械翻訳、ソーシャルメディア解析、 山内　結子
 手話CG、音声ガイドなど

テ レ ビ 方 式 研 究 部 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 境田　慎一
 

伝 送 シ ス テ ム 研 究 部 衛星放送・地上放送・ケーブルテレビなどの伝送技術、多重化技術、 高田　政幸
 8K 素材伝送・ＩＰ利用伝送技術など

放送・通信連携技術（ハイブリッドキャストなど）、セキュリティー、
動画配信技術などネットサービス基盤研究部

研 　 究 　 企 　 画 　 部 研究計画・管理、広報、国際対応、外部連携など 石井　啓二
  　 部長

特　　　　　　許　　　　　　部 特許出願・管理・活用、技術移転など 中島　健二

■ 技研の組織

（2019年３月末現在）

石川　清彦

＊AI 活用推進事務局長

■ 数字でみる技研

■ 放送の発展と技研の歴史

■ 技研公開

■ 現在の研究棟設立 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

（2019年３月末現在）

職員数 256名 （うち研究者数 226名）
学位保有者 84名

特許権保有数 国内 1,997件
（NHK総数） 外国 123件

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

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

受信契約第１号のお宅で
購入した米国製テレビ

1925　ラジオ放送開始

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

1966　衛星放送の研究開始

1989　BS アナログ放送開始

1991　アナログハイビジョン放送開始

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　新 4K8K衛星放送開始

1982　デジタル放送の研究開始

　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。

2013　ハイブリッドキャスト放送開始
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