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2020年に最高水準の放送・サービスを届け、“公共メディア”へ進化するために、ＮＨＫは経営計画

（2018-2020年度）を策定しました。この経営計画では、放送を太い幹としつつインターネットも活用し、

正確で迅速なニュースや質の高い多彩な番組をできるだけ多くの人に届けることで、「公共的価値」の実現

を追究することにしています。私たち放送技術研究所（技研）の使命は、2020年はもとより放送の持続的

発展のために、最先端の放送技術およびサービスの研究開発において先導的な役割を果たすことだと考え

ています。

リアリティーイメージング
技研が20年以上かけて研究開発に取り組んできたスーパーハイビジョン（SHV）は、2018年12月に

いよいよ本放送を開始し、2020年には本格普及を目指しています。技研では、SHVのシート型ディスプレー

や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、次世代地上放送システム、そしてAR（拡張

現実）・ VR（仮想現実）や３次元テレビなど、より臨場感・実物感の高い映像・音声を届ける「リアリティー

イメージング」の研究開発を進めます。

コネクテッドメディア
日常生活で身近になったインターネットを活用することで、放送・サービスの利便性をさらに高める

ことにも取り組みます。スマートフォンを介してネットサービスや情報家電などの IoT 機器がテレビと

連携し、生活のさまざまな場面において放送が視聴者の役に立つ「コネクテッドメディア」の研究開発を

進めます。また、IPネットワークを活用した番組制作など、より柔軟で効率的な放送システムの研究開発

にも取り組みます。

スマートプロダクション
AI（人工知能）を活用して、社会から迅速・正確に幅広い

情報を取得・解析し、価値ある情報をタイムリーに視聴者

に届ける技術が、「スマートプロダクション」です。映像・

音声・言語解析技術を駆使することで、障害者や外国人を

含むあらゆる視聴者に情報を分かりやすく伝える、ユニバー

サルサービス拡充のための研究開発にも取り組みます。

2018年から2020年の３か年は、上記３つの研究開発

テーマを大きな柱として、計画を策定しました。

技研３か年計画の策定にあたって
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技研３か年計画の基本方針

1989年
衛星アナログ

放送開始 2000年
衛星デジタル

放送開始

1925年
ラジオ放送開始

1930年
技研開所

2003年
地上デジタル

放送開始

2013年
Hybridcast

開始 2018年
スーパーハイビジョン

放送開始

2025年
放送開始百年

NHK STRL @ years

2030-2040年ごろ
より豊かな放送・サービスの実現
“ダイバースビジョン”へ

リアリティーイメージング
Reality Imaging

8Kスーパーハイビジョン
- 番組制作技術
- 符号化・多重化・伝送技術
- 家庭・大画面再生技術

空間表現メディア
- インテグラル立体
- ホログラフィー
- ＡＲ・ＶＲ

コネクテッドメディア
Connected Media

ネット活用番組制作
- IPスタジオ

インターネットサービス技術
- 動画サービス技術
- 行動連携・IoT連携技術
- セキュリティー技術

スマートプロダクション
Smart Production

インテリジェント番組制作
- AIによる映像・音声・言語解析
- 新しい映像表現技術

ユニバーサルサービス
- 手話CG
- 音声ガイド
- 触覚提示技術

Creation for 2020 and beyond

2020年に開所90周年を迎える技研は、これまでにハイビジョン、衛星放送、SHVなど、さまざまな放送

技術の進歩発展に貢献してきました。2018年から2020年の３か年は、2020年からその先2030～2040年

ごろを見据えて、「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」を

大きな柱として、新しい放送技術とサービスを“創造”する研究開発に取り組みます。
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３次元テレビの実用化が近づく2030～2040年ごろにかけて、スマートフォンやタブレットはもとより、

AR・VR 機器や触覚デバイスなどが広く普及し、番組やコンテンツの楽しみ方は一層の多様化が進むと

予想されます。

技研は、誰もが時間や場所を気にせず、好みの機器を使ってさまざまなコンテンツを視聴・体感できる

新しい放送・サービスの実現を目指し、これを“ダイバースビジョン”と呼んで研究を進めます。番組制作

からコンテンツ視聴まで、技研が想定する放送技術の未来像を描きました。

変わる番組制作技術
番組制作者による多彩な表現と、視聴者による多様な楽しみ方を実現するため、コンテンツの制作には

被写体に関するさまざまな情報が活用されます。このため、単に映像・音声を撮影・収音するだけでなく、

被写体の立体形状や質感、手触り、声や音の響きなどの情報も取得する“メタスタジオ”技術や、VFX・超解像

により映像を生成する新たな映像処理技術が活躍します。また、高品質なコンテンツを簡便に制作するため、

AI技術が積極的に導入されます。映像や音声の解析により重要なシーンを抽出して自動編集することや、

字幕・出演者情報などのメタデータの付与、蓄積された制作ノウハウや過去の取材情報を活用することが

できます。

技研が想定する2030～2040年頃の放送技術技研が想定する2030～2040年ごろの放送技術
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依存しない
統一的な
フオーマット
で放送

“メタスタジオ”



広がる視聴スタイル
ダイバースビジョンは、SHV や３次元テレビ、AR・VR などによる多様な視聴や体感ができるよう、

コンテンツや表示・再生デバイスの種類に依存しない統一的なフォーマットで放送されます。同一の

コンテンツが、利用する機器の仕様や視聴環境に合わせて適応的に再生されるため、お楽しみいただく

視聴スタイルの違いを意識する必要はありません。例えば家庭のリビングでは、シート型ディスプレーで

フルスペック8KのSHVを楽しみながら、興味のあるシーンをテーブル型や携帯型の３次元テレビに表示

させ、さまざまな角度から手元でじっくり見ることができます。ヘッドマウントディスプレーや触覚を

再現するデバイスを装着すれば、同じコンテンツを出演者や観客席からの目線で視聴したり、被写体の

形や硬さなどを体感したりすることもできます。

地上・衛星・ケーブルによる放送の高度化に加えて、インターネットや移動通信網の普及がさらに進み、

屋外や自動運転中の車内、パブリックビューイング会場など、場所を問わずダイバースビジョンを楽しめ

ます。多様な事業者が提供するネットサービスやロボット・IoT 機器との連携、さらには解説放送や

多言語情報などのユニバーサルサービス拡充も進め、より豊かな放送・サービスを視聴者のみなさまに

お届けします。

NHK 技研3か年計画 （2018-2020年度） 4

未来のリビング
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空間表現メディア
テレビの２次元スクリーンを飛び越えて、３次元空間にこれまでにないリアルな視聴体験をもたらす

「空間表現メディア」の実現に向けた基盤技術の開拓を進めます。この３か年では、特別なめがねが不要で

自然な３次元映像を楽しむことができるインテグラル方式やホログラフィー方式による３次元テレビの

研究を推進し、2030年ごろの実用化システムの構築を目指します。さらに、AR・VR による新しい映像

表現技術の可能性を探求します。
● 高精細な３次元イメージングを実現する情報取得・表示技術や３次元映像符号化技術、携帯型３次元表示

機器を実現する要素技術を開発します。
● ３次元映像の効果を評価・分析し、さまざまな視聴環境に適したシステムの条件やコンテンツの特徴を

明らかにします。
● 高品質な３次元映像の実現に向け、超多画素撮像デバイスや高密度表示デバイスの要素技術を開発します。
● 新たな視聴体験を提供する、AR・VR技術を活用した空間表現メディアの可能性を検討します。

８Ｋスーパーハイビジョン 
究極の２次元映像・３次元音響表現が可能な8K スーパーハイビジョン（SHV）放送によって、世界中の

さまざまな瞬間を、臨場感にあふれ実物が際立つ視聴体験として届けるため、制作現場で「つくる」、放送

を「とどける」、視聴者のみなさまが「みる・きく」、の３つのアプローチで機器や技術の研究開発を進めます。

３か年研究開発テーマⅠ

リアリティーイメージング ～臨場感を超える体験空間の実現に向けて～

基盤技術

３次元情報取得技術 高精細
３次元テレビ

AR・VR映像表現

携帯型
３次元表示機器

超多画素撮像
デバイス

高密度表示
デバイス

３次元映像に適した
コンテンツの評価･分析

３次元表示技術

材料・デバイス 人間科学

「空間表現メディア」による
新たな体験空間

システム技術

符号化
技術

光 光
回折光
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つくる
● SHV の最上位映像フォーマットであるフルスペック8K での映像制作実現のため、映像信号切り替えや

画像処理、機器間伝送、信号監視が可能なシステムを開発します。
● SHV番組を高品質かつ機動的に制作するために必要な、フルスペック8Kカメラや３次元音響制作システム、

ワイヤレスSHVカメラ、移動中継用SHV-FPUを開発します。
● SHV映像素材の転送や編集を効率的に行える記録用フォーマットやファイルベースシステムの検討、局間

で素材を共有して制作可能な局間光伝送システムなどの開発を進めます。
● 多様なSHV映像制作を可能とする超高感度撮像デバイスや高速記録デバイスの研究を進めます。

とどける
● SHV放送をより効率的に家庭に届けるため、12GHz帯衛星放送の大容量化や21GHz帯衛星放送システム

を開発します。
● 地上波でのSHV放送の実現に向けて、SHVを効率的に家庭に届けるための次世代符号化方式や伝送方式

を開発します。
● SHV放送をさまざまな伝送プラットフォームで家庭に届けるために、集合住宅内の8Kケーブル伝送技術

やネットワーク配信も視野に入れたFTTHでの配信技術の研究を進めます。

みる・きく
● あたかもその場にいるような視聴体験を提供するため、家庭でも大画面で臨場感の高い映像を楽しめる

大型フレキシブル有機ELディスプレーや、音の方向性まで再現できる３次元音響再生の開発を進めると
ともに、大画面でフルスペック8Kの映像を表示するプロジェクターのさらなる性能向上を図ります。

つくる とどける みる・きく

ワイヤレスSHVカメラ

３次元音響制作
フルスペックSHV
映像制作システム移動中継用

SHV-FPU
SHV記録装置

ファイルベースシステム
局間光伝送
システム

フルスペック
SHV小型カメラ

SHV衛星放送

SHVシート型ディスプレー

３次元音響再生

フルスペックSHV
プロジェクター

ネットワーク配信
MMT多重伝送技術

SHV地上放送システム
映像・音響符号化技術

SHVケーブル
テレビ伝送

NHK 技研3か年計画 （2018-2020年度） 6



３か年研究開発テーマⅡ

コネクテッドメディア ～ネット活用によるユーザー体験の向上を目指して～

インターネットを介し、モバイル端末で簡単かつ快適に番組を視聴できる技術や、番組視聴をユーザー

行動とつなげて日常生活に役立つサービスを提供する技術、またIPネットワークを利用した効率的な番組

制作技術の研究開発を進めます。

インターネットサービス技術
● 放送・通信、テレビ・スマートフォンのいずれの手段でも簡単な操作で番組を視聴できる技術や、動画を

素早く快適に再生できる視聴プレーヤー・配信技術を開発します。
● ハイブリッドキャストテレビの端末連携機能を拡張し、スマートフォン、ロボットや家電などのIoT機器、

さまざまなインターネットサービスと柔軟に連携できる技術を開発します。
● 番組視聴情報や番組関連情報と、放送局やその他の事業者のネットサービスとを連携させることで、テレビ

と生活行動がつながる、新しいユーザー体験を提供する技術を開発します。
● 個人のニーズに合わせたサービス実現に向けて、視聴履歴などのパーソナルデータ利用に安全・安心を

担保できるプライバシー保護などのセキュリティー技術を開発します。

ネット活用番組制作
● IPネットワークを利用して、映像や音声などの番組素材を中継現場から放送局へ伝送する技術、放送局内

や放送局間で伝送する技術を研究開発します。
● 東京のスタジオから大阪のカメラを利用するなど、遠隔地にある設備をリモート制御しながら番組制作に

利用する技術や、番組制作システムのIP化に必要な技術を研究開発します。

NHK 技研3か年計画 （2018-2020年度） 7

配信基盤

動画視聴
プレーヤー

Hybridcast
端末連携機能の拡張

テレビ視聴
ロボット

事業者との
サービス連携

ウェブ

中継現場 スタジオ

副調整室

放送局
放送局

IPネットワーク

セキュリティー

多様な視聴スタイル

放送局のコンテンツ
番組関連情報

SNS

防災減災情報

ニュース

局間IP伝送

質の高い
コンテンツ

放送

インタ
ーネット

IPネットワーク

局内IP伝送

動画サービス
技術

行動連携・
機器連携技術



３か年研究開発テーマⅢ

スマートプロダクション ～正確で迅速な情報をあらゆる人に～

ＡＩ技術を活用し、社会から迅速・正確に幅広い情報を取得・解析して番組制作を支援する技術や、障害者を

含むあらゆる視聴者に情報を伝えるユニバーサルサービス技術の研究開発を進めます。この３か年では、

放送現場に研究成果を導入して効率的な番組制作を実現するとともに、利用者ごとに最適な手段で情報を

提供する技術の実証実験に取り組みます。

インテリジェント番組制作
● 放送局が持つ番組に関する情報やソーシャルメディアなどのビッグデータを分析することで、番組制作を

支援する技術の研究開発に取り組みます。
● 映像素材へのメタデータ付与のための画像認識技術、インタビューの書き起こしのための音声認識技術など、

さまざまなシーンで活用できる認識技術の研究開発を進めます。
● スポーツ中継などで被写体の動きや状況を分かりやすく伝えるため、撮影環境のセンシング技術や新映像

表現技術の研究を進めます。

ユニバーサルサービス
● 視覚に障害のある方を含め、誰もが楽しめる新たなサービスを実現するため、スポーツ競技の進行を合成

音声で自動発話する音声ガイド技術や、競技における特徴的な動きの情報を伝える技術の研究開発を進め
ます。

● 聴覚に障害のある方がスポーツ番組をより楽しんでいただけるよう、スポーツ中継の競技関連データから
試合状況の理解を手助けする手話CG生成技術の研究開発に取り組みます。

● 訪日外国人への情報提供や海外への情報発信に向けて、機械翻訳技術の研究を進めます。

ユニバーサルサービス

事件・事故
抽出

ソーシャル
ビッグデータ

メタデータ
生成

原稿書き起こし
実空間センシングによる

新映像表現

字幕・手話CG

競技データ

音声ガイド
触覚提示

対訳データ

外国語

外部
データ

台本・構成表

原稿
自動作成

テキスト解析 画像・音声解析インテリジェント番組制作

管理栄養士になるには栄養
士免許を取得したのちに管
理栄養士国家試験を受験し
合格する必要があります。 
栄養士の免許を取得するに
は国が出展した栄養士

山田が打ちました。

◯◯線が事故で
止まってるよー

×× 町で火事が
発生したみたい
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３か年計画の推進施策

知的財産に関わる取り組み
研究開発成果の着実な権利確保
● 発明創出の活性化を図り、研究開発の過程で生まれた発明の特許出願・権利確保を推進します。
● 標準化活動と連携し、規格に準拠した製品・サービスを実現するために必須となる特許（標準規格必須特許）

の確保に努めます。

研究開発成果の社会還元推進
● 技術協力や実施許諾により、研究開発成果の社会還元を図ります。
● 保有技術の周知斡旋活動を効果的に展開します。
● 標準規格必須特許が多くの企業に利用されるように、パテントプールを活用して標準化技術の普及に

貢献します。

環境経営・コンプライアンス
● 電気・ガスなどの使用量削減や CO2排出基準の達成、紙類をはじめ事業系の廃棄物の再利用化など

省エネ・リサイクルに努め、技研ビルを利用する組織が一体となって環境経営を一層推進します。
● 公共放送の研究機関として、研究の進捗管理と適正経理の推進に取り組み、コンプライアンスのさらなる

徹底を図っていきます。

働き方改革の推進
● 業務改革を進め、多様な働き方を実現し、新たな研究開発につながる働き方改革を進めていきます。

視聴者との結びつき・経営課題への対応の強化
研究成果の公開、視聴者のみなさまとのふれあいの強化
● 技研公開をはじめ、機関誌やホームページ、ソーシャルメディアなどで研究成果を紹介し、視聴者の

みなさまに技研の取り組みを分かりやすくお伝えします。
● 技研エントランスにおける広報活動や、講堂・技研ギャラリーを活用したイベントの充実に努め、地域の

みなさまとの結びつきを大切にします。

研究開発と外部連携の推進
研究開発の推進
● 学会での研究発表やイベント等での技術展示によって、最先端の研究成果を国内外に積極的に発信して

いきます。
● 研究成果の実用化に向けて放送現場との連携をより一層進めます。
● 飛躍的かつ画期的な成果が期待される研究テーマの創出に取り組むとともに、高度な専門性を発揮できる

人材の育成を進めます。

外部連携の推進
● ＩＴＵ（国際電気通信連合）やＡＲＩＢ（電波産業会）など国内外の標準化団体に参加し、勧告や規格の

策定・改定等に寄与していきます。
● 相乗効果を生み出す共同研究や研究員の派遣など、外部機関との戦略的な連携を推進します。
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