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技研公開 2013

5/30（木）
〜６/2（日）に開催

最新の研究成果を展示する一般公開イベント「技研公開2013」を5月30日
（木）から6月2日（日）に開催します。今年は「期待、見たい、感じたい」をテー
マに、2013年に試行的に開始する予定のハイブリッ
ドキャストや、2016年に
Topics

実用化試験放送の開始を目指すスーパーハイビジョン（SHV）、さらには、そ
の一歩先に向けて研究開発を進めている、シート型フレキシブルディスプレー
やインテグラル立体テレビなど、37の技術項目を紹介いたします。
詳細は、技研のホームページをご覧ください。
URL http://www.nhk.or.jp/strl/

【主な展示】
ハイブリッドキャスト
●NHK・民放各社の取り組み
●進化型ハイブリッドキャスト

5月30日（木）〜 6月2日（日）
午前10:00 〜午後5:00

スーパーハイビジョン
●HEVCリアルタイムエンコーダー

※終了30分前までにご入場ください

● 小型カメラ・映像インターフェース
●120Hzフルスペックカメラ
● 小型記録装置
● 衛星・地上伝送技術
●音響一体型145インチディスプレー
● 超解像を用いた超高圧縮符号化

人にやさしい放送
● 手話CGへの翻訳技術
● 触覚・力覚提示技術

デバイス

【講演】 5月30日（木）午後1:00 〜 2:00
●英国放送協会（BBC）研究所長

マシュー・ポストゲート

「新たな放送システム〜高臨場感・ユビキタス・豊富な情報サービスを実現〜」
●東京理科大学教授

伊東

晋

氏

「次世代の高精細映像放送に向けて」

【研究発表】

5月30日（木）午後2:15 〜 3:15

●フレキシブル有機ELディスプレー

●次世代放送システムのメディアトランスポート技術

●ホログラムメモリー

●SHV対応HEVCリアルタイム符号化装置

立体・多視点
●インテグラル立体テレビ

氏

●大画面シート型テレビを目指したフレキシブル有機ELディスプレー

【スーパーハイビジョンシアター】

● 多視点ロボットカメラ

5月30日（木）〜 6月2日（日）午前10:00 〜午後5:00

番組制作・支援技術

●ロンドン五輪ダイジェスト

● 低遅延型デジタルラジオマイク

●リオのカーニバル

●ハンディーカメラによるリアルタイム

※講演・研究発表の時間帯（5/30（木）午後12：00 〜 3：45）は上映休止

CG合成
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NAB Show2013 でスーパーハイビジョン、ハイブリッドキャストを展示
NHKはNAB Show*2013において、スーパーハイビジョン（SHV）
とハイブリッドキャストについて最新の研究開発成果を展示しまし
た。NAB Showは毎年4月に米国ラスベガスで開催される世界最大
Topics
の映像・放送機器、デジタルメディアの展示会・国際会議です。放
送業界のみならず、映画、インターネットメディアなどに携わる
1,600社以上が出展し、世界中から9万人を超える関係者が一堂に会
します。
NHKブースでは、300インチスクリーンのSHVシアターでロンド
ンオリンピックやリオのカーニバルの模様を上映し、約5千人の観
客から大きな喝采を浴びました。約5kgまで軽量化を実現したSHV
NAB Show2013でのNHKブース
小型単板カメラや、高速で高画質撮影が可能な120Hz SHVカメラ、
22.2マルチチャンネルを短時間で編集できる音響制作システムなどSHV番組制作機器も合わせて展示しました。特に放
送関係者からは、北米で初めてとなるSHV地上放送のデモンストレーションに、新たな放送サービスとして大きな期待
が寄せられました。
また、メーカーや通信キャリアーが提案している放送通信連携のスマートテレビが浸透してきている米国では、放送
局側が主導的に番組と連動させるサービスであるハイブリッドキャストも高い関心を集めていました。
今後もNHKは、SHVやハイブリッドキャストの研究開発を促進していくとともに、国際標準化など世界に向けた普及
展開を図っていきます。
* NAB Show（National Association of Broadcasters）：全米放送事業者協会が主催する放送機器に関する展示会および国際会議

メガネなし立体テレビ用カメラの高画質化・小型化に成功
NHKは、 メ ガ ネ を か け な
撮影
表示
くても自然で見やすいインテ
表示素子
グラル立体テレビの研究開発
対物レンズ
要素画像
を進めています。インテグラ
Topics
要素画像
集光レンズ
ル立体テレビは、微小レンズ
群からなるレンズアレーを撮
視聴
影・表示の双方に用いて立体
像を再現する方式です（図1）。 被写体
立体像
撮像素子
これまでは、撮像素子より大
レンズアレー
レンズアレー
きなレンズアレー *を用いて
図1：インテグラル立体テレビの基本構成
いたため、撮像素子に向けて
集光するレンズが必要となり、このレンズによる解像度
一体化
撮像素子よりも
大きなレンズアレー
の低下や歪みが画像の劣化につながっていました。
撮像素子と同サイズの
集光レンズ
撮像素子 微小レンズアレー
今回、撮像素子と同じサイズの微小なレンズアレーを
撮像素子
撮像素子と一体化することで、集光レンズが不要となり、
画像劣化がなくなりました。さらに、カメラそのものを
従来比の約1/10に小型化し、これまで困難だった屋外で
の撮影にも使用可能となりました。（図2）
今後は、インテグラル立体テレビカメラのさらなる画
質向上や立体ディスプレーの高解像度化など、立体テレ 大口径の対物レンズ
小口径の対物レンズ
ビ放送に必要な要素技術の研究を進めていきます。
従来
今回
図2：従来のインテグラル立体テレビカメラとの比較
* 立体テレビカメラのレンズアレーは、ファイバーレンズの2次元配列で構成されます。ファイバーレンズは、円筒形状をしており、
中心部で屈折率が最も高く、半径方向の周辺に行くに従って連続的に屈折率が低くなっています。
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放送コンテンツの並列分散処理システム
次世代プラットフォーム研究部

黄

珉錫

次世代の放送コンテンツ編集システムとして、クラウドコンピューティング（クラウド）を用いた処理システムが求
められています。クラウド上の編集システムをネットワーク経由で利用することができるため、さまざまな場所から容
易に編集システムを利用することが可能です。またハードウェアを追加することなく、処理項目や新しい圧縮方式をソ
フトウェアのみで追加できるといった特徴があります。
クラウドでは並列分散処理を利用します。従来の並列分散処理では、クラウドの一部に処理能力の低いサーバーが存
在していたり、ネットワークの一部が混雑していたりした場合、システム全体の処理速度が低下し、安定的に動作しな
いという課題がありました。
そこで技研では、安定な速度でコンテンツを処理するFlow Media File Transfer Protocol（FMFTP）手法を用いた
並列分散処理システムの開発を進めています。FMFTPはデータ転送量を動的に制御する転送方式です。
クラウド内にある管理サーバーが、FMFTPデータ転送用バッファーの状態を監視し、並列化したプロセス*1の処理性
能とネットワークの混雑状況を推定します。プロセスの処理能力が不足していると推定した場合には、並列化数やプロ
セス毎のデータ転送量を制御し、他のサーバーに処理を分担させることによってシステム全体の処理速度を維持します。
また、ネットワークに混雑が生じていると推定した場合には、データ転送のネットワーク経路をOpenFlow*2技術を用
いて混雑の少ない経路へ誘導します（図）。
実験システムを構築して処理性能を評価した結果、一部のサーバーの負荷が増大しても、処理速度を維持することが
出来ました。また、一部のネットワークが混雑している場合でも空いている経路を経由し、安定かつ高速に処理出来る
ことを確認しました。
今後は、より大規模な構成のシステムでも、効率的に制御できることを検証し、処理システムの性能向上に取り組ん
でいきます。
*1

プロセス：処理を実行するプログラムの実行単位

*2

OpenFlow：従来は各ネットワークスイッチに内蔵されていた経路制御の機能を外部に分離することで、外部から動的に経路を制御で
きる技術

処理対象の
コンテンツ

並列プロセス
FMFTP
ネットワークの混雑

FMFTP

処理後の
コンテンツ

バッファー

収集
処理が遅い

制御

管理サーバー

並列化数
データ転送量
経路
ボトルネック箇所の推定

図：放送コンテンツの並列分散処理システムの概要
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連載

ミリ波モバイルカメラ技術（全５回）

この連載では、紅白歌合戦やゴルフ中継などの番組撮影で活躍するワイヤレスカメラの伝送技術について紹介します。

第5回

多彩な機能を実現する折り返し伝送技術
放送ネットワーク研究部

鈴木 慎一

技研で開発を進めているミリ波モバイルカメラは、ミリ波帯の電波とMIMO多重技術を用いることで、音楽番組の撮影に求
められる高画質のハイビジョン映像を低遅延で無線伝送することが可能です。また、カメラのアイリスや色情報を調整するた
めの制御信号や撮影者に対して確認映像を伝送する「送り返し」も備えることで、有線の撮影カメラと同等の機能・操作性を
実現しています。本稿では、この「送り返し」に用いているSTBC（Space-Time Block Coding）伝送技術について紹介します。
「送り返し」は、撮影者に必要な信号のみ伝送するために小さい伝送容量で十分ですが、撮影映像に大きく影響をおよぼ
す制御信号を送信するため、本線よりも途切れにくい無線伝送が必要となります。また、撮影者側に「送り返し」の受信側装
置を装備するので、その小型化・軽量化が必須です。そこで、受信側において小規模な演算処理で容易に送信ダイバーシティ
※効果が得られる4送信・1受信のSTBC技術を適用しました。
STBC技術は、送信アンテナ2本を用いる場合（図）
、2つの送り返し情報（x1,x2）を2本の送信アンテナから2回のタイミン
グにわけて送信します。1回目では送信アンテナ1（Tx1）
、2（Tx2）からそれぞれx1、x2を同時に送信し、2回目ではx1、x2の
位相や符号を変化させ、さらに送信アンテナを入れ替えて同時に送信します。一方、受信アンテナ（Rx）では、伝搬路h1の
影響を受けた送信信号と伝搬路h2の影響を受けた送信信号が合成され、受信信号y1、y2として順番に受信されます。STBC復
号では、この2回分の受信信号y1、y2に簡単な演算処理を施すだけで、元の送り返し情報を得ることができます。このように、
少ない演算量で容易に送信ダイバーシティ効果が得られるSTBC伝送を適用することで、高い回線信頼性を持つ小型の「送り
返し」伝送装置を開発しました。
* 送信ダイバーシティ：同一の情報を複数の送信アンテナから送信することで、通信の品質や回線信頼性を向上させること

Tx1

送り返し情報
・・・, x2, x1

2 回目

1 回目
伝搬路 h 1

-x2 *

x1

x1 *

x2

Rx

Tx2

STBC
符号化

※

復号後の
送り返し情報
STBC
復号化

伝搬路 h 2

・・・, x2, x1

* は複素共役を示す（位相を回転させること）

STBC 復号化
1 回目の受信信号：y1=h1x1+h2x2
2 回目の受信信号：y2= -h1x2*+h2x1*

x1=

x2=

h1*y1+h2y2*
|h1|2+|h2|2
h2*y1+h1y2*
|h1|2+|h2|2

図：送り返しにおけるSTBCの仕組み

技研だより

2013.5

第98号

NHK放送技術研究所
〒157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11

4
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