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[要 約] 

超高品質ＡＶ情報に関する技術の現状調査を行い、各分野における特徴技術とその実際

を検討し、また、視聴者が満足できるそのＡＶ情報について、評価方法の提案と実験的検

討を行い、新たな知見や今後の方向性をまとめた。この全体を要約した内容を記載する。 

第１章 はじめに 

1.1 本調査研究の目的 

本調査研究は、現在先端的技術として、地上デジタル放送やデジタルシネマ（2K、4K シ

ステム）、スーパーハイビジョンなど超高精細映像システムの研究とその実用化が盛んであ

る背景に鑑み、超高品質ＡＶ情報に関する技術の現状と、視聴者が満足できるＡＶ情報の

評価方法の提案と実験的検討を行うものである。人間がより満足して楽しむためには、と

の観点から、現在の先端的技術に対応する時代に合せたＡＶ信号の快適視聴空間のデザイ

ンとこれを実現する機器設計など、我が国の今後の産業の方向性を探ることを目的とする。 

1.2 本調査研究の推進体制 

本調査研究を推進するために、財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAj）内に、「超高品

質ＡＶ情報に関する調査研究委員会」を設ける。本委員会は、宇都宮大学大学院教授春日

正男を委員長とし、大学、企業、財団等からなる 1２名のメンバーから構成されている。

DCAj の事業開発本部先導的事業推進部が事務局を担当する。 

1.3 本委員会の活動状況 

本委員会は、合計６回開催した。また、委員会の下で超高品質ＡＶ情報に関する映像の

評価実験などを行った。 

1.4 平成 20 年度の事業の方向性と概要 

事業展開の方法としては、まず、ＡＶ情報に関する方式や技術などの現状、さらに、人

間の感性的観点からの評価方法や評価指標の現状もあわせて調査する。次に、これらの調

査結果を分析し、方向性や今後の課題を考察する。最後に、超高品質ＡＶ情報、特に 2K
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と 4K の映像を視聴し、評価指標や評価方法の検討とともに、実際の視聴実験を行い。映像

から受ける視聴者の印象の違いなどを検討する。最後に、今後の方向性などをまとめる。 

第２章 超高品質ＡＶ情報に関する技術的動向調査 

2.1 はじめに 

本章では、超高品質ＡＶ情報に関する先端的技術を持つ研究機関、実施機関を現地調査、

および、国内を中心として、超高品質ＡＶ情報に関する技術動向、方向性などについての

文献調査を行い、さらに技術資料を中心に考察し、その方向性をまとめる。 

2.2 超高品質ＡＶ情報に関する現状の調査 

超高品質ＡＶコンテンツの編集と制作を行っている事業所の調査を行うため、㈱ビデオ

テック、および、日本ビクター青山スタジオを取り上げ、この制作編集現場を視察調査し、

またスタジオなどの現場の技術者やディレクター達との技術ディスカッションを行い、特

に、超高品質コンテンツ技術の中の音響信号処理、編集に関する最新の動向とその実際の

様子、さらには将来の方向性に関する知見を得た。また、超高品質の映像分野の最先端機

関として、パナソニック㈱を取り上げ、現場調査を行った。2K、4K の超高品質映像を見な

がら、質感などを中心とした解像度に関連する印象感が違うこと、またそれらを実感とし

て感じることができ、超高品質映像技術の現状やコンテンツの視聴内容、さらに、将来の

課題などの知見を得た。 

2.3 超高品質ＡＶ情報に関する文献調査とその方向 

超高品質の技術動向については、新しい映像技術として、デジタルシネマ（4K、2K）や

スーパーハイビジョン（8K）などの超高精細映像システムの研究が盛んに行われている。

また、使用されている符号化方式は、デジタル化された映像信号を高品質に符号化する

JPEG2000 である。フレーム間の相関を用いる MPEG に比べて圧縮率は低いものの、高い品

質とリアルタイム性を両立する符号化方式であり、有用されている。 

超高品質の評価方法は、感性的評価の観点から一般的に用いられている SD 法や、絶対評

価法などがある。SD 法(Semantic Differential 法＝意味差判別法)とは、全体的な印象や

イメージを評価することのできる手法で、対立する形容詞を両端に置く評価尺度の評点に

より、心理的要因の検討を行うものである。また絶対評価法とは、人間の感覚の基準に対

する到達度の記録により、その対象物に対して、印象の程度を分析できる手法である。 

現在、デジタルシネマなどで使用されている 4K システムは、はるかに映像がきれいで、

現在のハイビジョンの解像度では伝わらない映像製作者の意図を、一層視聴者に伝えるこ

とができるのは確実である。しかし、映画館などに導入する 4K 映像システムの機材は高額

であり、 また対応したカメラが必要になり、世間に浸透していないのが現実である。研究
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開発が盛んに進み、コスト面の低下により、使用機会が広まっていくと考えられる。 

2.4 おわりに 

本章では、我が国における超高品質ＡＶ情報に関する技術動向や内容、ＡＶコンテンツ

の視聴時の評価指標や評価方法などの方向性を探るための調査し、この結果をまとめ、分

析見解と今後の動向に関する方向性の考察として報告した。 

第３章 各分野における超高品質ＡＶ情報の特徴技術とその実際 

3.1 高品質な視聴空間における感性評価の実際例 

2008 年 7 月、都心では最大級となるシネマコンプレックス「新宿ピカデリー」にて、高

品質な視聴空間のサービスを開始した。高品質な DLP プロジェクタ(CP2000)や、音響設備

として世界初となるコンサート用の JBL の 6 ウェイ大型サラウンドスピーカを導入してい

る。さらに、超高品質な鑑賞空間として、鑑賞前のリラクゼーション施設とプラチナルー

ムおよびプラチナシートが利用できる。また、子供や障害者への配慮もされている。 

リラクゼーション施設の内装や家具のデザインは、特別な空間での映画鑑賞を期待させ

る簡潔ながら高価なデザインで統一され、鑑賞前の期待感を高揚させる十分すぎる程の演

出や配慮がなされている。プラチナルーム・プラチナシートの設置位置もスクリーン 1(館

内で最大のスクリーン、607 席)の中央階上のホットスポット(バルコニー席)におく徹底し

た設計がなされ、鑑賞者の目の前には一切障害物がなくフルスクリーンの映像をあたかも

独占しているかのような体験が可能となっている。 

映画鑑賞者へのソフト面からのサービスを充実させるアイディアを捻出した努力は、現

実の形となって利用者の心理に届いている。技術面から高画質映像を提供することは、あ

る程度のコストを負担すれば可能であるが、映画鑑賞者を感動させ満足させるには、単に

設備投資だけではなく鑑賞前の日常生活と差別化された時間と空間の演出に始まり、鑑賞

中、観賞後におけるサービスの充実が大切であると感じられた。 

3.2 通常品位の映像を高品質情報に変換する技術 

表示するコンテンツに関し、放送コンテンツはハイビジョン化が促進され、SDTV グレー

ドをアップコンバートした素材は徐々に少なくなっており、画質は大幅の向上を見ている。

一方で、パッケージメディアは未だ DVD が主流で SDTV の解像度となっている。加えて個人

所有の映像素材の大半は SDTV レベルである。このため、受像機側で高品位情報を高品位に

表示する技術を論じるにあたり、SDTV 以下の画質素材を如何に高品質情報に変換するかが

非常に重要になってくる。本節では、SDTV の素材の課題を明確にすると共に、その品位を

向上させる技術を中心に、圧縮画像の品質向上として、3 次元 Y/C 分離、インタレース・

プログレッシブ変換、ゴーストリデューサ、ノイズリダクション、感性的画作りに使用さ
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れる技術として、シャープネス、LTI/CTI、ガンマ、シーン適応ガンマ、クレイク・オブラ

イエン効果発生によるコントラスト感改善、時間方向の品質を向上させる技術として、プ

ルダウン処理、中間フレーム生成／黒挿入、記録メディア系信号を高解像度信号に変換す

る技術として、スケーリング技術、超解像度技術について説明している。SDTV から HDTV

への歴史の変遷の中で通常品位の映像を如何に高品質映像にするかを時代時代の信号ソー

スに対応し改善が図られてきている。 

3.3 高臨場感放送システムの研究・開発例 

電子映像の利用分野がますます拡大するとともに、各種映像システムの高品質化が進め

られている。これと同時に、さらに一層の高精細化・高臨場感を目指したスーパーハイビ

ジョンを初め、立体映像や五感情報をも取り込んだ超臨場感コミュニケーションや高精細

デジタルシネマ（4K システム）などの新しい映像システムの研究開発が進められている。

映像システムの高品質化を目指した研究開発は急ピッチであり、高精細デジタルシネマ

（4K）はすでに実用化がはかられ、従来のシネマの制作・配給方法をも一変する勢いであ

る。国内の超臨場感コミュニケーションフォーラムは、産官学が連携してわが国の叡智を

結集して世界に先駆けて、新しいスーパーコミュニケーション技術の研究開発を目指す壮

大な構想である。この成果は産業のみならず、情報、科学、芸術、文化、医療、教育、環

境など幅広い分野への活用が期待されている。放送界でも将来の高臨場感放送システムの

中核となるスーパーハイビジョンの研究開発が進展中で、国際的な連携をはかって周辺技

術の開発を促進するとともに、コンテンツ制作、展示、実用化等にも力を注いでいる。 

3.4 超高精細リアルタイム CG の生成 

昨今、4000 画素級の水平解像度を備えた超高精細プロジェクタや液晶ディスプレイが容

易に入手できるようになり、展示施設や商業施設などでの超高精細映像の利用拡大が期待

される。超高精細映像の普及に向けての課題の一つは、動画映像ソースの確保であるが、

比較的容易に超高精細の動画映像コンテンツを制作できる手段としてコンピュータグラフ

ィックス(CG)が活用できる。個々のモデルやテクスチャなど素材の作りこみを詳細化する

ことで、撮像系や収録装置の性能の制約なく、コンピュータ上でのレンダリング処理によ

って高精細な動画映像を生成することができる。本節では、コンピュータ上の CG モデルか

ら投影時に実時間で動画像を生成することを特徴とするリアルタイム CG 技術をベースに

構築した、高精細バーチャルリアリティ(VR)システムと、その関連技術として、映像表示

システム、映像生成、普及型コンポーネントを用いた超高精細映像生成システムについて

述べている。超高精細映像表示機器の性能を発揮できる映像コンテンツとして、リアルタ

イムCG技術を用いた高精細VRコンテンツを活用できる。特に、廉価な市販PCをベースに、
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高品質な映像生成が可能なシステムを構築でき、展示施設や商業施設など様々な場面で、

超高精細映像の特性を活かした VR コンテンツの利用が拡大するものと期待される。 

3.5 映像撮影機器の特徴技術の実際例 

映像撮影装置として、静止画を撮影するデジタルカメラと、動画を撮影するビデオカメ

ラ（ムービー）が普及している。デジタルカメラは 1980 年代に開発が本格化、1990 年代

に普及し、1990 年代後半から 100 万画素を超える機種を発売、画質もフィルム式カメラを

越えた。画素数は、現在では 1000 万画素を超えるものが主流である。一方、ビデオカメラ

は 1970 年代から開発が本格化し、1980 年代に多くの機種が市場に投入された。当時はア

ナログ映像で、記録メディアはビデオテープが主流であった。1990 年代に入ってデジタル

ビデオカメラが登場し、記録メディアも DVD や HDD などに大容量化し、画質も SD 映像から

ハイビジョン映像へ高画質化し、現在では次世代高画質映像方式である 4K 解像度へ高画質

化が進展している。本節では、これらのデジタルカメラやビデオカメラに代表される映像

撮影機器の基本構成として、撮像レンズ、イメージセンサ（撮像デバイス）、画像信号処理

部について説明した後、超高品質ＡＶ情報を得るために必要な特性として、解像度、ダイ

ナミックレンジ、フレームレート、色域（色空間）について、現在発表されているスペッ

クを基に記述している。最後に今後期待される新しい撮影技術として、任意視点映像（多

視点映像、自由視点映像）と、超広視野映像を生成するパノラマ撮影ついて紹介する。 

3.6 ナチュラルビジョンにおける質感再現 

現在ビデオやデジタルカメラなどのカラー映像システムは広く使われているが、画面上

の映像や印刷物と実物の色は一致しない。一般にビデオやデジタルカメラなどの映像機器

では、実物の色を忠実に再現するよりも、消費者にとって好ましい色を再現するための「絵

作り」が重要視されている。しかし映像システムが工業製品のデザインや電子商取引、遠

隔医療などに応用されるとき、実物と異なる色で表示されれば誤った判断を下すかもしれ

ない。映像の色は、赤(R)緑(G)青(B)の三原色で構成されているが、三原色で忠実な色再現

を行うことには限界がある。そこで、RGB三原色の枠を超え、光のスペクトルに基づいて

色情報を取り扱うことにより、実物に忠実な色、質感、光沢感などを再現するシステムが

ナチュラルビジョンである。その技術の応用、映像の特徴、多原色フラットパネルディス

プレイを用いたシステムなどについて説明している。 

第４章 超高品質ＡＶ情報に関する感性的評価の実験的検討 

4.1 はじめに 

本検討では、視聴者が受ける印象の異なるという問題の一つとして考えられる解像度に

着目し、解像度が異なる映像を視聴した時に視聴者が感じる映像の印象についての変化を
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感性的評価によって探る。実験は、デジタルシネマの 4K システムの映像(以下 4K 映像)と

2K システムの映像(以下 2K 映像)を使用し、視聴評価によりシステムの特徴分析を行う。 

4.2 ＡＶ情報の感性的評価実験に利用する評価方法と評価指標について 

評価指標の提案の手順として、まずコンテンツを評価するための形容詞である評価語を

収集する。次に収集した評価語を同音異義語や全く関係のない評価語をクラスタリングす

る。その後、KJ 法によってそれらの評価語のグループ分けを行い、グループに名前を付け

る。最後に、それらの評価語の対になる形容詞を決定する。KJ 法では、強引なグループ分

けや、少数の評価語の軽視を避けることに注意して慎重に評価語の選定を行った。 

4.3 評価方法と解析方法について 

評価方法は SD 法を利用する。解析方法としては、Wilcoxon の符号順位検定と

Mann-Whitney の U 検定を使用する。データ解析は、パラメトリックか、標本が独立してい

るか、など様々な条件があり、解析方法の選び方が重要と考えられる。 

4.4 超高品質ＡＶ情報の評価実験 

実験環境は、外部からの外光を遮断し、映像投影用スクリーンは 220 インチのものを配

置した。視距離は、前列 1.6m、中列 2.6m、後列 3.6m とした。スクリーンからの距離は、

解像度に伴う特徴をより顕著に分析できるよう、1.5H よりも若干短めの視聴距離を採用し

た。プロジェクタは、Victor 製を使用した。被験者は、視覚が正常な 20 代の男性 23 名と

女性 10 名の計 33 名の場合と、さらに一般の男性 13 名と女性 1名（映像関連の専門家たち）

を加えた男性37名、女性10名からなる合計47名の場合とに分け、2パターンで分析した。

実験で使用したコンテンツは、色鮮やかなコンテンツと落ち着いた色のコンテンツの 2種

類とし、前者の提示時間は約 5分、後者の提示時間は約 12 分とした。 

本実験で使用した評価語を次に示す。 

違和感がない－違和感がある きめ細かい－ざらざらしている 
臨場感がある－臨場感がない 質感がある－質感がない 

自然な－不自然な はっきりとした－ぼやけた 
快適－不快 迫力がある－迫力がない 
きれい－汚い 明るい－暗い 
なめらか－がたつく 好き－嫌い 
疲れる－疲れない  

実験手順は、あらかじめ評価シートを配布しておき、椅子に着席後、実験の説明を行っ

た。次に実験会場を暗くし、被験者に映像を提示した。１つの映像の再生後、明かりを点

け、被験者が評価シートに記入終了後、部屋の明かりを消し、次の映像を提示する方式と

した。評価シートへの記入時間は 5分とした。映像は、2種類（映像 a、映像 b）×解像度

2種類（4K、2K）の計 4種類提示した。 
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4.5 おわりに 

結果として、4K 映像と 2K 映像の比較、つまり映像の解像度の変化により視聴者が映像

を見た際に感じる「きれいさ」、「なめらかさ」、「質感」、「はっきりさ」が変化する可能性

が示唆された。また「質感がある－質感がない」、「疲れる－疲れない」、「なめらか－がた

つく」の評価語が、映像の種類によって左右されない評価語である可能性があることが実

験的に確認できた。次に、2K 映像を視聴する際の視距離の変化は、「明るさ」、「迫力感」、

「疲労感」、4K 映像を視聴する際の視距離の変化は、「きめ細かさ」、「迫力感」、「疲労感」

の感性的評価に影響を及ぼすことが確認できた。以上より、4K 映像と 2K 映像では、質感

やきれいさが異なり、視距離によって視聴者に与える影響も異なる可能性が確認できた。

今後、より適切な映像投影を行う場合の知見となり、大きな意義があると考えられる。 

第５章 超高品質ＡＶ情報と感性 

5.1 はじめに 

感性コンテンツという概念の創出から端を発し、感性工学というツールの特性を生かし

ながら動画映像の視覚評価・検討へと進展し、さらには超高品質ＡＶ情報に関わる視聴・

調査へと発展した DCAj の活動は、本年度の視聴映像の解像度を中心とする高品質映像情報

の感性評価として実を結ぶこととなった。 

5.2 感性と感性工学 

「感性」とはいわゆる感受性という意味での受け手としての情報処理能力や性質などの

input ばかりではなく、受容可能な刺激や特性に対し何らかの反応を起こす、あるいは精

神的なレベルの発揚、知識や情報の発信などの output の能力としても把握されるべきもの

である。また「感性工学」とは「感性」を生活向上に役立て、活用する技術であり、われ

われの暮らしの中で豊かさや幸福の共有を具現するための道具立てであり、相応する感

性・情緒的なインパクトを生ぜしめ、精神的な高揚や喜び、癒しを与えるべきものである。 

5.3 感性と感性評価 

人々に感動を与え、感性に訴えるものは、作者、著者、プロデューサなど、送り手のユ

ニークな感性と傑出したオリジナリティーの具体的な表現として完成したものである。し

かし、ユーザがさまざまな文化・人種、生活習慣や教育的な背景を持ち、多様なリアクシ

ョンを起こすことを前提とする場合、何が感性に訴え、何が感動を与えないかという問題

にはある程度確からしい回答を提示する必要がある。人々の感性評価のモデル化は非常に

複雑だが、そのような感性的評価の標準化、感性スケールの構築を目指す必要性が生じる。 

5.4 超高品質ＡＶ情報技術と感性 

視聴コンテンツの送り手、すなわち製作サイドや放送などの立場からは、ハード面とし
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てさまざまな技術開発がなされ、これらは高没入感、高精細、大画面を志向する映像シス

テム、鑑賞システム、インタフェースなど、特に 4K ディスプレイ用などであり、また VR

による没入感をさらに高めようとするもの、スーパーハイビジョンなど超高精細映像の表

現技術による高臨場感放送システムなどへと進展している。超高品質が最終的に求めるも

のは、どれだけリアリティに接近できるかであるが、ともすると現実的な感覚以上の刺激

あるいは体験をドラマやゲームの中の設定あるいは連続するスポーツ映像環境の中であた

かも自身がそのプレイヤーになったかの如きものであろう。このような要求、すなわち送

り手と受け手の情報伝達において時間と空間の共有を目指すコミュニケーションの形態は、

既設のネットワークを通じ、人々の相互理解と協働活動を形成しようと求心力に発展する。 

5.5 解像度の差異と感性的評価 

4K映像と 2K映像とでは、その解像度のゆえに「質感」や「きれいさ」などが異なるこ

とが統計的に示されたが、視聴者に臨場感や自然な感覚を与え、その感覚的な効果を高め

ることは解像度のみの問題ではなさそうである。将来的にはコンテンツの表示環境や提示

形式を、視聴覚関連分野とは別にさらに拡張された領域へまで配慮して、より効果的、よ

り適切な映像投影がなされ、高臨場感をも包含する、新規の研究開発へと方向性が示唆さ

れたものと考えられる。 

5.6 おわりに 

これまでの夥しい調査活動と評価実験が遂行されてきた経緯を思えば、基本的で遂行可

能な感性的な評価はほぼ最終的な段階へと進捗しており、もたらされる結果とその解釈や

知見を踏まえて、より高度な問題の解決と評価検討に供せられるべきものであり、「感性」

の時代としての情報化社会において「人にやさしい」映像コンテンツとその関連技術を志

向する産業活動のさらなる飛躍に貢献できるものと期待したい。 

第６章 社会貢献、普及活動への取り組み 

6.1 はじめに 

超高精細映像から受けるユーザの印象については、現在は映像関連機器が最先端的技術

であるために普及していないこともあり、あまり多くは検討されていない。この観点から、

この調査研究の重要性を社会に訴求し、さらに啓蒙活動に取り組むこととする。 

6.2 社会貢献、普及活動の方法 

学術講演会の実施による社会への貢献と啓蒙を考え、本調査研究の進展に伴う学術的お

よび技術的成果を社会にフィードバックし、社会の進展に貢献すると共に、感性に基づく

人間にやさしい社会構築への啓蒙広報活動として実施する。また、成果報告書の関係官公

庁、会員企業等への配布、当協会発行のニュース及びホームページでの公表を行う。 
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6.3 広報活動の具体例について 

①研究会講演会：平成21年2月5日、映像情報メディア学会メディア工学研究会において、

「超高品質映像と人間の感性的評価に関する実験的検討」と題し発表。 

②特別講演：平成 21 年 2 月 14 日、日本感性工学会感性インタラクション 2009 において、

「感性的観点からの超高品質映像情報メディア学会の評価と将来への期待」と題し講演。 

6.4 おわりに 

今後、本委員会の考え方を世間に公開し、そして、同様の取り組みがあれば協力し、超

高品質ＡＶ情報の社会への普及についての方向性を訴求させていく所存である。この点か

ら学会等での発表には大いなる意義があったものと思っている。 

第７章 むすび 

本事業では、近年の超高品質コンテンツの中で、特にデジタルシネマ（2K、4K システム）

に注目し、これらの映像コンテンツに関する技術の現状を調査し、また将来の課題を探り、

快適に視聴するための条件などの知見を得ることを目的とし、その評価方法を提案し、そ

れに基づいた実験により調査検討する事業を実施した。事業実施目的の観点から、超高品

質ＡＶ情報に関する先端の方式や技術動向などの現状につき国内の文献を中心の調査、超

高品質ＡＶ情報の編集制作の現場や表示技術の先端的現場の調査、各分野における超高品

質ＡＶ情報の特徴技術と実態の調査を行った。また、人間の感性的観点からの評価方法や

評価指標の現状もあわせて調査し、方向性や今後の課題を考察した。さらに、超高品質Ａ

Ｖ情報として、特に 2K と 4K の映像をとりあげ、これらのコンテンツを視聴し、評価指標

や評価方法の検討とともに、実際の視聴に適するホールで視聴評価実験を行い、映像から

受ける視聴者の印象の違いや、それらに関する印象の感性的観点から分析した。最後に今

後の方向性などをまとめている。この調査結果より、解像度に関して、超高品質映像では

4K 映像のほうが 2K 映像よりも感性的印象が増幅されるなど、解像度の違いが視聴者の感

性的な印象に影響を与えること、またその度合いは、視距離によって視聴者に与える影響

が異なる可能性があること、などの知見が得られた。今後、DCAj としては、本事業に関連

する調査をさらに信頼性あるものとして確立し、超高品質映像に関する我が国の産業分野

の発展に寄与したいと考えている。 

付録 

3.2 の図のカラー資料、4.4 の評価実験用評価シート例、第 6章の講演論文を付した。 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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