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　NHK放送技術研究所（技研）は、5月28日（木）から31日（日）の4日間、
最新の研究成果を展示する「技研公開2015」を開催しました。
　「究極のテレビへ、カウントダウン！」をテーマに、2016年の試験放送開
始を目指す8Kスーパーハイビジョンの衛星放送実験を世界初公開するととも
に、インターネットを活用した新たな放送技術、さらにその先の立体テレビ
を実現する技術など、26項目を展示しました。

技研公開 2015に2万人を超えるご来場者

技研だより　第123号　2015/6 あなたの声と受信料で　公共放送NHK 1

Topics

人にやさしい放送技術

放送博物館

高度番組制作技術 放送現場で活躍する技術

体験型展示 ポスター展示

　2016年の試験放送開始に向けて、実
際の放送衛星を経由した8K放送実験を
初公開。

　映像解析やセンサー技術により、効
率的な番組制作を実現する“素材バンク”
などを展示。

　1925年に開始した日本のラジオ放送
機器、文献資料、写真などで放送90年の
歴史を紹介。

　インターネットを活用して、番組を配
信する技術や、放送とネットサービスを
つなげる基盤技術などを展示。

　気象電文の情報を元に、気象情報の手
話CGを自動で生成するシステムなどを
紹介。

　ご家族でお楽しみいただける体験型の
展示4件で、最新技術をやさしく紹介。

　立体像の高品質化に向けた、立体テレ
ビの撮影・表示装置の多画素化技術など
を展示。

　静止画データ上でパン・チルト・ズー
ム・ロールを実行し、影やモザイクなど
の特殊効果を加えるシステムを展示。

　専門家を対象とした9件のポスターを
展示し、最新の研究成果を紹介。

8Kスーパーハイビジョン ネットを活用した新たな放送技術 立体テレビ
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　私たちは、公共放送として、最新の技術を活用しながら、さまざまな情報を発信
し、放送文化の向上に努力してまいりました。これまで積み重ねてきた歴史と伝統
の重みをしっかりと受け止め、今後とも、正確で公平かつ迅速なニュース、多様で
質の高い番組、そして世界に通用する大型番組や地域放送の充実などを通じて、視
聴者の皆さまからの期待と信頼に応えてまいります。

　今年はNHKの新しい3か年経営計画のスタートの年です。「信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の力」
というビジョンを掲げ、さまざまな取り組みを進めてまいります。特に、「新たな可能性を開く放送・サービ
スを創造」につきましては、放送技術研究所をはじめ、さまざまな部局が連携して、新たな放送技術の研究・
開発をいっそう推進し、より豊かな放送文化の創造に貢献してまいります。

　中でも最も力を入れている「8Kスーパーハイビジョン」につきましては、研究・開発を一層加速している
ところでございます。今年の技研公開の注目展示は、世界初公開となる8K衛星放送実験です。また、「放
送通信連携サービス、ハイブリッドキャスト」をはじめ、インターネットを活用した新たな放送サービスを
実現するための技術開発を進め、視聴者の皆さまに新たな価値を提供できるよう、積極的に取り組みます。
関係各団体・組織との連携を深め、「オールジャパン体制」での取り組みを加速してまいります。

　放送技術の研究・開発によって新たな価値を生み出し、放送文化の発展に寄与していくことが、放送技
術研究所に課せられた責務です。これからも、さらなる技術革新や社会状況の変化に的確に対応し、常にチャ
レンジ精神をもって、世界の放送技術の先導的な役割を担うという強い意志を持って、取り組んでまいりた
いと考えています。今後とも一層のお力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

　NHK放送技術研究所は、1930年にここ砧の地に設立されてから85年を迎え、
技研公開といたしましても1947年にスタートしてから今年で69回目となります。こ
れもひとえに皆さまのご支援のたまものと改めて感謝申し上げます。
　
　今年の技研公開のテーマは、「究極のテレビへ、カウントダウン!」です。極めて
高い臨場感を提供する8Kスーパーハイビジョンや自然で見やすい立体テレビ、さら
には便利で魅力的な放送サービスを提供するハイブリッドキャストや人にやさしい放
送など、「究極のテレビ」に向けた26項目の展示をご覧いただきます。

　8Kスーパーハイビジョンは、昨年とりまとめられた“ロードマップ”において2016年試験放送、2018年
実用放送という目標が公表されています。この“ロードマップ”に沿って、NHKでも準備を加速しています。
試験放送前年の今年、技研公開では、実際の衛星を用いた8Kスーパーハイビジョンの衛星放送実験を世
界で初めて実施します。皆さまには直前に迫った試験放送への“カウントダウン”を実感していただけるこ
とと思います。

　ハイブリッドキャストについては、2013年9月にサービスを開始し、大相撲での「時差再生サービス」な
ど多彩な番組で展開中です。今年の技研公開では、端末等の種別を選ばずにネット経由の動画を視聴でき
る技術や、放送動画とネット動画の精密な同期など、放送と通信の連携がさらに進んだハイブリッドキャス
トをご覧いただきます。忌

き た ん

憚のないご意見を賜りたく、お願い申し上げます。

NHK理事・技師長　　浜田 泰人

NHK放送技術研究所長　黒田 徹

式 辞

挨 拶
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基 調 講 演

基 調 講 演

　いま日本は急速に少子高齢化社会への道を進んでいます。人口減少や都市と地域の格差
という課題にどのように向き合いながら、活力ある、より豊かで文化的な暮らしや地域社会
を実現していくか。そして、多様化と分断化が進む国際社会の中で地球環境や多元的な社会の融和、食糧、エネ
ルギーなどグローバルな課題にどのような解決策を見出していくか。このような時代的課題群に向かい合うために
も、マスメディアとしての「放送」が最先端の技術を活用して高度化し、ジャーナリズムや文化の創造という機能が
さらに深化していく意義はより大きくなっています。そして、ほぼすべての家庭にあり簡単に操作できる情報端末と
しての「テレビ」の機能がさらに進化して、より便利になっていくことは、誰もが安心して高度な情報を享受するユ
ニバーサル・サービスを実現していくという観点からも、とても重要なことです。
　日本では2014年に世界に先駆けて4Kの試験放送が始まり、来年2016年には8Kの試験放送、そして2018年に
はその実用放送が行われようとしています。2020年の東京オリンピック、パラリンピックの際には4Kや8Kの臨場
感あふれる映像で様々な競技の模様を家庭やパブリックビューイングで楽しめるようになるでしょう。このような計
画が、国の提起した“ロードマップ”で示されています。しかし、2020年は、通過点にすぎません。また4Kや8K
の放送を実現すること自体が目的ではありません。
　8Kという日本が誇る世界最先端の技術やサービスをベースに、映像文化の中核を担ってきた放送事業者を中心
に、エレクトロニクスメーカーや最先端のネット・サービス事業者、技術ベンダーなどが、ジャーナリズムやエンター
テイメントの高度化はもちろんですが、福祉・医療、教育、行政サービスの発展、芸術文化の発展、高品質な製品
の製造や安心安全なサービスの実現など、あらゆる分野に活かしていくことが求められています。日本が世界の映
像文化・映像関連産業をリードし、より豊かな社会の実現や諸課題の解決に重要な役割を果たしていくために英知
を結集していくことの大切さを、皆さんとともに考えたいと思います。

　メディア環境や国際環境などの変化に対応し、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クへ向けた取り組みを着実に進めていくため、NHKは新たな経営計画を公表しました。
最新技術を生かし、2020年に向けて世界最高水準の放送・サービスの実現を目指すこととし、この第一ステップと
して、挑戦と改革を進める3か年計画（2015-2017年度）を策定し、業務を進めています。この中で5つの重点方
針を示しており、新たな可能性を開く放送・サービスの創造をその1つとしてあげています。
　技研では、この経営計画を着実に実現するため、2020年はもとより今から20年後を想定し、技研3か年計画
2015-2017年度を取りまとめました。8Kスーパーハイビジョン（8K）の着実な実用化と高度化のための研究開発、
ハイブリッドキャストをはじめとするインターネット活用技術、高度番組制作技術、人にやさしい放送、そしてその
次の放送サービスにつながる研究を加速するフェーズと位置づけ、技研の役割を果たしていきます。
　4K・8Kの取り組みもオールジャパンの体制で加速しています。総務省が昨年公表した8K放送の“ロードマッ
プ”では、放送衛星による試験放送を2016年に開始し、2018年までに実用放送を開始することが示されました。
NHKでもこのロードマップに従って準備を進めており、その一端として、技研公開では、実際の放送衛星を経由し
た8K衛星放送実験を実施します。カメラ、記録装置などの番組制作機器から、HEVCやMMTなどの符号化・多重
化、高度広帯域衛星を用いた伝送装置、さらにはディスプレー、音響まで、放送局からご家庭まで8K放送を一貫
したシステムとして展示します。
　本講演では、8K衛星放送実験の概要を説明するとともに、2016年の試験放送に向けて、8Kの研究開発が着実
に進んでいることを紹介しました。

次世代放送と社会イノベーション
  東京大学大学院情報学環 教授

一般社団法人 次世代放送推進フォーラム 理事長
須藤 修 氏

『NHK技研3か年計画2015－2017年度』
および8K衛星放送実験　

NHK放送技術研究所長　黒田 徹
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講 演 　 2

講 演 　 １

　NHK本部の技術部門は大きく3つに分かれています。“研究部門”の「放送技術研究所」、“計画／開発部門”の「技
術局」、そして番組制作や送出を担う“現場部門”の「放送技術局」です。8Kスーパーハイビジョン（8K）はこの3
つの部門が有機的に連携して推進してきました。研究し、開発し、現場でテストする中で、常にフィードバックが行
われ、開発と改善が繰り返し進められています。研究から実用までのループを円滑に回すことで初めて8Kが大きく
進歩します。放送技術研究所はこのループで放送現場と密接に繋がって基礎研究を一気に応用まで展開することが
でき、放送技術の発展に大きく貢献してきました。
　「2次元映像として究極のシステム」の研究を放送技術研究所で開始したのは20年前の1995年。その7年後に
8Kカメラのプロトタイプ1号機が開発されて、技研と現場の本格的コラボレーションが始まりました。第2世代カメ
ラを経て実用的な第3世代カメラが完成したのが2010年。そこから「研究・開発・現場」のループは勢いを付けて
回り始めています。
　2012年のロンドン・オリンピックは8K初の大規模国際オペレーションとなり、その後も2014年のソチ・オリン
ピックやFIFAワールドカップ・ブラジル大会、国内ではゴルフ中継や大相撲中継、テニス中継、野球中継など8K制
作とパブリックビューイングを行ってきました。各種のスポーツ中継では複雑なマルチカメラ・オペレーションとラ
イブ伝送を実現し、ドラマ制作やドキュメンタリー制作では撮影、収録、編集、CG/VFX、MAの一貫したシステ
ムを構築して8K制作を進めています。本講演では、研究・開発・現場が一体となって8Kの実用化に向けて進めてき
た挑戦的な取り組みについて紹介しました。

　NHKでは、スーパーハイビジョン（4K・8K）放送の早期普及に向けて策定された“ロードマップ”に沿って
2016年試験放送開始を目指し、コンテンツ制作から送出・送信、受信装置に至る8K設備の開発・整備を進めてい
ます。
　4K・8K放送を実現する高度BSデジタル放送方式では、大容量映像を効率よく伝送する新しい圧縮符号化方式
HEVCや、放送と通信が連携した多彩なサービスを可能とする多重化方式MMTなどの最新技術が採用されていま
す。現在、これらの新しい技術を用いた8K送信・送出、および試作受信装置を開発中です。
　また、制作設備の整備に関しては、8Kの特徴を活かした魅力的なコンテンツを制作できるよう、機動性の向上
や効率的な制作環境の構築に重点を置いています。具体的には3,300万画素単板式小型8Kカメラや高速・大容量
メモリーを採用した小型圧縮録再機を新規開発しました。また、8K編集室や音声ミキシング室などの局内設備に
加え、最大10台のカメラを搭載できる8K中継車や、ステレオ、5.1ch音声制作にも対応した22.2ch音声中継車も
整備を進めています。
　本講演では、あと1年に迫った2016年の試験放送に向けたこれらの取り組みを中心に、現在の8Kスーパーハイ
ビジョン設備の開発・整備状況を紹介しました。

8Kスーパーハイビジョンの番組制作　～ 8K制作の現場から～

NHK放送技術局SHV技術推進 専任局長　中江 公平

2016年試験放送に向けた8Kスーパーハイビジョン設備整備
　

NHK技術局スーパーハイビジョン開発部 部長　三谷 公二
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研究発表　1

研究発表　2

研究発表　3

　2018年の8Kスーパーハイビジョン（8K）実用放送開始に向けてオールジャパンによる取り組
みが進むなか、技研では、その先を見据えた“フルスペック8K”を実現するための研究開発を進
めています。フルスペック8K映像とは、8K解像度（RGB各色3,300万画素）、フレーム周波数120Hz、実在する表面
色のほとんどを包含する色再現範囲、ビット階調各色12ビットを満たす映像フォーマットであり、そのデータレートは
144Gbpsに及びます。さらに、撮像技術では、被写体の高輝度部をより忠実に再現するため、ダイナミックレンジを拡
大することも視野に入れています。
　非常に高いデータレートに対応するには、撮像・表示デバイスを高速に駆動する技術に加え、高速リアルタイム信号
処理技術や大容量データの記録技術、さらに信号伝送技術の開発が必須となります。一方、カメラダイナミックレンジ
の拡大と広色域化のためには、分光特性の改善や低ノイズ化が求められ、表示装置では光源の改善による諸特性の向上
も必要です。実用性を向上させるためには装置の小型化、特にカメラの小型化は8K制作のバリエーションを拡げる意味
で重要な要素のひとつです。本報告では、これらの課題の克服に向けた各要素技術の研究開発状況を紹介しました。

　8Kスーパーハイビジョン（8K）放送を実用化するためには、番組を放送局（送信所）からご家
庭にお届けする「放送」と、局外の番組制作現場から放送局に8Kの映像・音声素材を送る「素材伝送」
の技術が不可欠です。技研ではこれらの「放送」と「素材伝送」について、無線と有線のシステム
の研究開発を進めてきました。
　本報告では「放送」について、2016年の試験放送に向けて国内標準化が完了した衛星放送方式、既存インフラを活用
し、現在標準化が進むケーブルテレビ放送方式、大容量伝送の研究が進行中の地上放送方式について、それらの概要を
説明しました。
　「素材伝送」については、番組素材を信号圧縮せず、波長多重技術によって72Gbpsの信号を非圧縮伝送する光伝送技
術や、20Gbpsの信号を120GHzの電波を用いて短距離の伝送を行うFPU （Field Pickup Unit）の開発について紹介し
ました。また、番組素材を数100Mbpsに圧縮して伝送する技術として、オリンピックのパブリックビューイングの番組
伝送に用いたIP伝送システムや、長距離伝送が可能なFPUの開発についても紹介しました。

　8Kスーパーハイビジョン（8K）は、高い臨場感と実物感が得られるように、視聴覚などの人間
科学的な研究に基づいて設計された映像音響システムであり、視聴環境として、大画面の超高精細
映像用ディスプレーと、24個のスピーカーで構成される22.2マルチチャンネル3次元音響が理想で
す。家庭では、薄くて軽い大画面シート型ディスプレーと、少ないスピーカー数での3次元音響の実現が鍵となります。
本報告では、家庭視聴にふさわしい、8Kのディスプレーと3次元音響の研究開発状況について紹介しました。
　超高精細映像用のディスプレーとして、これまでに開発した液晶ディスプレー、および2020年に向けて研究開発中の
シート型有機EL（Electro Luminescence）ディスプレーについて、最近の研究成果を中心に実用化に向けた技研の取
組みを紹介しました。3次元音響については、家庭視聴向けに少ないスピーカー数で22.2マルチチャンネル音響が再生
可能な3次元音響再生システムとして、トランスオーラル再生技術を用いたディスプレー枠型一体スピーカーの研究開発
状況について紹介しました。

フルスペック8Kスーパーハイビジョン制作に向けた研究開発
テレビ方式研究部 部長　池田 哲臣

8Kスーパーハイビジョンの伝送技術
伝送システム研究部 部長　斉藤 知弘

8Kスーパーハイビジョン家庭再生機器の研究開発状況
新機能デバイス研究部 部長　林 直人
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技 術 公 開 2 0 1 5 　 展 示 一 覧
8Kスーパーハイビジョン 

8K符号化・復号装置
　8K映像と22.2マルチチャンネル音響を高品質なまま効率的に圧縮して
伝送する技術の研究を進めています。今回、国内外の標準規格に準拠した
方式で映像と音声を圧縮伝送できる符号化装置と復号装置を開発しました。

次世代CAS技術
　コンテンツの権利保護とアクセス制御を実現する次世代のCAS
（Conditional Access System）技術を研究しています。今回、国内標準
規格に準拠した、8K信号をリアルタイム処理可能なMMT（MPEG Media 
Transport）対応スクランブル装置を開発しました。

8Kカメラシステム
　8Kの試験放送に向けて、カメラシステムの研究を進めています。多様な
カメラとデモザイキング装置を開発し、実用的なフル解像度の8Kカメラシ
ステムを開発しました。

8K映像・音声 信号インターフェース “U-SDI”
　ハイビジョンの約100倍のデータ量となるフルスペック8K映像信号を
1本のケーブルで伝送できるインターフェース“U-SDI”（Ultrahigh-
defi nition Signal/Data Interface）を開発しました。今回新たに22.2
マルチチャンネル音声多重装置を開発し、番組制作に必要な映像と音声信
号を一度に伝送できるようになりました。

8K衛星放送実験
　NHKでは、8Kスーパーハイビジョ
ン（8K）放送の実現を目指して、制
作機器をはじめ、映像・音声符号化装
置、多重化装置、送受信装置などの開
発を進めてきました。総務省が昨年
公表した8K放送のロードマップでは、
放送衛星による8K試験放送を2016
年に開始することが示され、NHKで
もこのロードマップに従って実用化
に向けた準備を加速させています。
　今回、番組制作から符号化・多重化、
送受信、表示まで、放送に必要となる
機器をつなげて、実際の放送衛星を経
由した8K衛星放送実験を世界初公開
しました。

高度広帯域衛星伝送システム
　8K放送の実現を目指して、大容量
の衛星伝送技術の開発を進めていま
す。2016年の8K試験放送を想定し、
12GHz帯放送衛星を使用した伝送実験
を行いました。今回、NHK放送センター
から電波を送信し、放送衛星を経由した
信号を技研で受信しました。

新たな字幕・文字スーパー
　8K放送に向けて新しい字幕方式の研
究に取り組んでいます。ここでは、TTML
（Timed Text Markup Language）を
ベースに拡張した符号化方式による新し
い字幕・文字スーパー技術を紹介しまし
た。

8K放送のケーブルテレビ伝送システム
　2016年の8K試験放送をケーブルテレ
ビで再放送するための研究を進めていま
す。今回、現行の放送衛星を経由した8K
信号をケーブルテレビ伝送することに成
功しました。
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次世代地上放送のための大容量伝送技術
　地上波で8Kスーパーハイビジョン放送を実現するための大容
量伝送技術の研究を行っています。今回、都市部では初となる
地上波による8Kの伝送実験を公開するとともに、受信特性を
改善する技術を展示しました。

新たな伝送技術MMT
　8Kスーパーハイビジョン放送の通信連携サービスの実現に
向け、放送と通信を組み合わせてサービスするための伝送技術
の研究を進めています。開発したMMTに対応する送受信装置
を用いた、放送と通信の連携サービス例（マルチビュー表示、
ターゲット番組紹介）を紹介しました。

8Kの番組素材伝送
　8Kスーパーハイビジョンの生中継に必要な番組素材の大容
量伝送技術の研究を進めています。ミリ波帯の電波を使った2
つの方式のFPUと、有線によるギガビット級の番組素材伝送技
術を紹介しました。

高密度ホログラムメモリー
　8Kスーパーハイビジョン番
組の長期保存技術として高密
度ホログラムメモリーの研究
を進めています。ホログラム
媒体へのデータの多重記録方
法を工夫して記録密度を高め
る技術と、媒体に記録した8K
圧縮信号のデータを読み出し
て映像を再生するまでの動作
を紹介しました。

8K対応ハイブリッドキャスト
　8Kスーパーハイビジョンに対応したハイブリッドキャスト
に向けて、高精細・大画面のディスプレー環境を活用した次世
代のインタラクティブサービスの検討をしています。8Kテレ
ビの広い画面を生かして、歌番組の出演者や出演順などの情報
の提示や複数台のカメラ映像の切り替え、お気に入り場面の記
録・再生ができるサービスを紹介しました。

リアルタイム超解像復元型映像符号化システム
　超解像技術を応用し、スーパーハイビジョン映像を既存の圧
縮技術の1/3程度のビットレートにする研究を進めています。
視覚特性を考慮した最適化技術と補助情報の圧縮伝送により、
画質劣化が目立たないよう超解像処理を制御し、高圧縮な伝送
を実現しました。

8K-120Hz圧縮記録装置
　フレーム周波数120Hzの8Kスーパーハイビジョンでの番組
制作の実現を目指して、8K圧縮記録装置の研究を進めていま
す。1本の光ケーブルで8K信号を入出力し、着脱可能なメモリー
パックに記録ができる圧縮記録装置を展示しました。

有機ELディスプレーの長寿命化技術
　8Kスーパーハイビジョンの普及に向けて、薄く
て軽い大画面シート型有機ELディスプレーの研究
を進めています。動きぼやけの改善と長寿命化を
両立する時間アパーチャー適応制御駆動技術と、
フィルム基板上でも長寿命化が可能な逆構造有機
ELデバイスを展示しました。
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放送とネットサービスをつなげる基盤技術
　放送局のコンテンツを、様々なサービスで活用できる仕組み
を研究しています。番組関連情報の流通を促進することで、外
部事業者がハイブリッドキャストサービスや多様なネットサー
ビスを実現できる枠組みと、使用する端末によらない番組視聴
を支援する技術を紹介しました。

クラウド技術を活用した新しい視聴システム
　クラウド技術を活用することで、過去の放送番組をいつでも
視聴することができる新しい放送サービスの研究を進めていま
す。ここでは、大量に保管されている過去の放送番組の中から、
簡単な操作で見たい番組を見つけることができる視聴システム
を展示しました。

MPEG-DASH視聴プレーヤーとコンテンツ配信技術
　テレビをはじめ、PCやスマートフォンなどのモバイル端末で
コンテンツを視聴するための“MPEG-DASH視聴プレーヤー”
を開発しました。ハイブリッドキャストに対応したビデオオン
デマンド（VOD）や、新しい動画挿入サービスなどの例とと
もに紹介しました。

放送とネットのコンテンツ同期技術
　ハイブリッドキャストのさらなる進化に向け、ネット経由で
受信したコンテンツを放送番組に同期して提示する技術を研究
しています。ここでは、スポーツ中継において、放送とは別カ
メラの映像や試合進行に応じた各種データをネットで提供し、
番組をより楽しく、分かりやすくカスタマイズする例を紹介し
ました。

インターネットを活用した新たな放送技術

広色域レーザーバックライト液晶ディスプレーと高品質色域
変換
　超高精細度テレビジョン放送（4K・8K）では、従来よりも
表現できる色の範囲が広い広色域表色系が採用されています。
今回、液晶ディスプレーでは初めてこの色域に対応したレー
ザーバックライト液晶ディスプレー（4K）を開発しました。

フルスペック8Kスーパーハイビジョンプロジェクター
　フルスペック8Kスーパーハイビジョンの映像（8Kフル解像
度、フレーム周波数120Hz、広色域表色系）を大画面で表示
できる、光源に半導体レーザーを用いたプロジェクターを開発
しました。高精細で動きぼやけが少なく色鮮やかな高臨場感映
像を、450インチの大スクリーンでご覧いただきました。

8Kスーパーハイビジョンシアター
　8Kスーパーハイビジョンシアターでは、昨年9月のNHK交響楽団の定期公演から、
N響名誉指揮者でもある世界的巨匠、ヘルベルト・ブロムシュテットが指揮するチャイ
コフスキーの交響曲第6番「悲愴」の第3楽章を上映。3台の8Kカメラで撮影した3,300
万画素の超高精細映像と、22.2マルチチャンネルの3次元音響には、指揮者自身も驚
嘆の声を漏らしたほどです。
  技研講堂がコンサートホールに早変わりしたかのような臨場感を体験していただきま
した。
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効率的な番組制作を実現する素材バンク
　映像検索や映像加工などの番組制作作業を効率的にする技術
を研究しています。従来は煩雑な作業により作成していた、番
組制作に必要なさまざまな付加情報（メタデータ）を、映像解
析やセンサー技術を活用することで自動的に生成・付与する素
材バンクを展示しました。

高信頼・高速な双方向FPU
　中継番組や取材映像を放送局へ無線伝送するFPUを双方向化
し、映像ファイルの高速伝送やカメラの遠隔操作を実現する研
究開発を進めています。今回、受信品質や伝送の成否を送信側
に送り返すことで、収録した取材映像をより短い時間で伝送可
能なシステムを展示しました。また、伝送路の状況に応じて変
調方式を自動的に変更するなどの双方向FPUの高信頼化技術も
紹介しました。

立体テレビ

22.2マルチチャンネル音響ラウドネスメーター
　8Kスーパーハイビジョン番組の音の大きさを、制作や送出
時に人の感覚量にあったラウドネス値により適正に管理するた
めのメーターです。従来の5.1サラウンドやステレオとの互換
性を保ち、22.2マルチチャンネルの番組の音の大きさを測定で
きる8K音響対応のラウドネスメーターを開発しました。

インテグラル立体テレビ
　NHKは、将来の放送サービスを目指し、特殊なめがねが不要
で自然で見やすいインテグラル立体テレビの研究開発を進めて
います。立体像の高品質化に向けて、複数のカメラと表示デバ
イスを用いた、撮影および表示装置の多画素化技術を展示しま
した。

立体像表示のためのスピン注入型空間光変調器
　ホログラフィーによる将来の立体テレビを目指して、狭画素
ピッチ・超多画素の空間光変調器の研究を進めています。今回、
アクティブ・マトリクス駆動方式に対応した、低電流で動作す
る狭画素ピッチのスピン注入型空間光変調器を開発しました。

多視点ロボットカメラ
　複数のロボットカメラを協調制御することで、動く被写体の多
視点映像を撮影可能な多視点ロボットカメラを開発しています。
今回、多視点ロボットカメラの実用化を目指して性能を向上させ
るとともに、被写体の動きをより分かりやすく捉えているカメラの
映像に切り替えて表示する映像表現技術を紹介しました。

高度番組制作技術

照明情報取得用の
センサーカメラ
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放送現場で活躍する技術

 NHK技術の活用と実用化開発の紹介
　NHKエンジニアリングシステムは、保有特許などのNHKの研究開発成果の周知・斡旋と、放送技術の社会還元を目指した実
用化研究開発を進めています。NHKの特許技術と実用化に向けて開発中の技術の中から、広く利用していただける技術を展示
しました。

人にやさしい放送技術 
字幕付与のための不明瞭な音声の認識技術
　聴覚に障害のある方など多くの方が放送を楽しめるように、
音声認識を用いた字幕制作の研究開発を進めています。番組音
声の直接認識を目指して、背景雑音抑制技術と不明瞭な発音の
認識技術を開発
しました。

気象電文を用いた手話CG自動生成システム
　手話サービス拡充のため、気象電文などの外部データを用い
て、気象情報の手話CGを自動で生成するシステムを開発しま
した。オンラインで受信した外部データにより、手話CGも随
時自動で更新されます。

研究開発成果の実用化  

全天周映像による実写ベース
バーチャルスタジオを開発

8Kスーパーハイビジョンの医療応用 音声加工・再生技術

ニュースをやさしい日本語にする自動変換技術
　日本在住の外国人などを対象にしたやさしい日本語ニュース
「NEWSWEB EASY*」の制作支援の研究を進めています。やさしい日
本語への書き換えは人手で行っていますが、人手による書き換え事例か
ら得た知識を利用して、ニュースをやさしい日本語へ自動的に変換する
技術を開発しました。

* NEWSWEB EASY: http://www.nhk.or.jp/news/easy/

スマートクローズアップシステム
　デジタル機器の普及により、取材先から借用する
写真や資料がデジタルデータであることも多くなり
ました。デジタルの静止画上でパン・チルト・ズーム・
ロールを実行し、影やモザイクなどの特殊効果を加
え、動画ファイルとして出力するシステムを展示し
ました。
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ポスター展示
■ スクランブル方式の更新方法
■ 収録済みの読み上げ音声に感情表現を付与する技術
■ 物体の形状と硬さを伝える触覚提示技術
■ 高精細映像の立体感
■ 磁性細線における磁区の形成・駆動・検出技術
■ 高移動度酸化物半導体ITZOを用いたフレキシブル有機ELディスプレー製作技術
■ 冷陰極HARP撮像板
■ 光電変換膜積層型固体撮像デバイス
■ 画素並列信号処理3次元構造撮像デバイス

NHK放送博物館

ラジオ放送90年　～放送が始まった頃～
　1925年3月22日、「JOAK、 JOAKこちら
は東京放送局であります 」がラジオ放送の
第一声でした。6月15日に愛宕山に本放送施
設が完成、7月12日に1kWで本放送を開始
しました。
　ラジオ放送が始まった頃を、機器、文献資
料、写真などで振り返る展示を行いました。

デジタル放送受信相談

　ハイブリッドキャストやNHKオンデマンドなど、
放送通信連携サービスを紹介するとともに、デジ
タル放送や放送通信連携サービスの受信システム
や放送サービスの高度化に向けた取り組みなど、
デジタル放送に関するさまざまな疑問・質問にお
答えしました。

体験型展示
表情を出して遊ぼう
　画面の前で笑った
り、驚いたり、いろい
ろな表情を作ると、み
んなの表情によって楽
しいしかけが飛び出す
展示をしました。

色を見てみよう
　液晶テレビのカラー表示の仕
組みを紹介し、ノーベル賞を受
賞した青色LEDがテレビでも活
躍していること
を理解してい
ただきました。

触ってみよう
　箱の中に映っている物の形や
硬さを提示する装置を展示し、
目をつぶって触って、その感覚
を体験していただきました。

音をかぶろう
　スマートフォンを貼り
付けたヘルメット型の
ヘッドホンをかぶって、
22.2チャンネルの3次元
音響を体感できる装置を
展示しました。
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スタンプラリー
　8Kスーパーハイビジョンや立体テレビなど、技研の研究
に関するクイズ形式のスタンプラリーを5月30日（土）、5
月31日（日）の2日間実施しました。すべてのスタンプを
集めていただいた方には、NHKのオリジナルグッズをプレ
ゼントしました。2日間で合わせて、879名のお子様を中心
とした来場者に参加していただきました。

みんなで体験！工作広場
　5月30日（土）、5月31日（日）の2日間、工作広場
を開催しました。Eテレ「ノージーのひらめき工房」
の体験イベントで、お面作りなどの創作遊びを実施。
また、袋の口を留めるモールを使ってたくさんのピン
ポン玉を乗せる台をつくる、「すイエんサー」で話題
の“ピンポンモール対決”
にも挑戦していただきま
した。

来場者からいただいたご意見

講演・研究発表は、8Kスーパーハイビジョ

ンの今後に向けて何が必要か、そして、

NHKがどのようなロードマップを描いてい

るかを知ることができ、大変有意義でした。

東京オリンピックに向けて、8Kの放送

像が具体的になったと感じます。

今後も日本の研究開発をけん引

する存在として期待しています。

技術者向けも重要ですが、一般にも分か

りやすく伝えるイベントにして欲しい。

8K試験放送目前なので仕方ないが、

基礎研究の展示を増やしてほしい。

こんなにも技術が発展していると

は知らなかったので驚きの連続で

した。未来が楽しみです。

イベント
技研公開ガイドツアー
　技研の研究員が専属のガイドとして同行し、展示を解説す
る「技研公開ガイドツアー」。毎年好評をいただいており、
今年も5月30日（土）、5月31日（日）の2日間実施しまし
た。参加された多くの方
から、説明がわかりやす
かったなどの声をいただ
きました。

手話通訳付きガイドツアー
　手話通訳付きガイドツアーを5月29日（金）に実施し
ました。「人にやさしい放送」の研究を中心に、技研の
研究成果を手話で
もわかりやすくご
紹介しました。


