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ＮＨＫの特許
〜知的財産の保護と社会還元〜
NHKでは、新たな可能性を開く放送・サービスを創造するため、放送技術の研究開発を積極的に進めてい
ます。これまでに、ハイビジョン、衛星放送、デジタル放送などの研究開発成果が実用化されてきました。現在、
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に最高水準の放送・サービスを提供することを目指して、
Topics
8Kスーパーハイビジョンやインターネットを活用した新たなサービス等の研究開発に取り組んでいます。
これらの研究開発の過程で生まれた成果は、特許やノウハウなどの知的財産として権利を確保するとともに、
NHKの保有技術として積極的に周知斡旋し、技術協力及び実施許諾により、広く一般の皆様に利用していただ
いています。NHKの研究開発は受信料を基に行われていることから、公平かつ適正な対価をいただくことによ
り、研究開発成果の社会還元とのバランスを取っています。
NHKは、（一財）NHKエンジニアリングシステムと連携して、研究開発成果の社会還元を進めています。
2月には、NHKの放送現場から生まれた技術を紹介する 「第44回番組技術展」、ならびに工業技術・製品の総
合見本市 「テクニカルショウヨコハマ2015」 において、NHKの研究開発成果の具体的な例やその技術移転の
仕組みなどを紹介するとともに、移転が可能な技術をまとめた技術カタログを配布し、NHKの研究開発成果の
周知斡旋活動を展開しました。

「第 44 回番組技術展」 期間：2 月 9 日〜 11 日

「テクニカルショウヨコハマ 2015」 期間：2 月 4 日〜 6 日

放送通信関係の企業をはじめ、このような周知斡旋活動を通じてNHKの技術に興味を持った企業などには、
要望に応じて毎年30件程度の技術協力と300件程度の実施許諾をしています。 個別のライセンスに加え、高
効率映像符号化HEVC規格の必須特許については、MPEG-LA*1が管理するパテントプール*2を通したライセン
ス付与を開始するなど、NHK保有特許の利用促進を図っています。
*1 MPEG Licensing Administrator： HEVC規格などの必須特許を世界規模で利用できるように管理する会社
*2 パテントプール： 複数の特許権者が保有する規格必須特許を集め、管理会社が希望する企業に対して一括してライセ
ンス付与する仕組み

今年の技研公開は5月28日（木）〜 5月31日（日）の4日間
技研の一般公開を5月28日（木）から31日（日）の4日間 開催します。「究極のテレビへ、カウントダウン！」と題して、
2016年の試験放送を控えている8Kスーパーハイビジョンの最新機器やインターネットを活用した新たな放送技術な
ど、技研の最新の研究成果を紹介します。
詳細は技研のホームページ（http://www.nhk.or.jp/strl/）で順次公開していきます。
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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さっぽろ雪まつり

8K 無線伝送実験に成功

〜大通会場の模様をライブ上映〜

「第66回さっぽろ雪まつり」
（2月5日〜 11日開催）にあわせ
て、NHK札幌放送局にて8Kパブリックビューイングを行いまし
た。雪まつりの会場から8Kの映像を伝送するため、技研が開発し
Topics
た8K-120GHz帯無線伝送装置（FPU）
*を利用しました。
120GHz帯（ミリ波帯）は非常に高い周波数の電波で大容量の
情報を伝送できる一方、降雨や降雪による影響を受けやすい特徴
があります。今回の実験中には、この時期には珍しい降雨があり
ましたが、8Kの映像を途切れることなく安定して伝送できること
を確認しました。
8Kの生中継をご覧いただいたお客様からは「スクリーンに表示
されている雪像が立体的に見える」と大変好評で、雪まつり大通
会場の臨場感あふれる8Kの世界をお楽しみいただきました。

受信機

送信機

8K 無線伝送装置

* FPU（Field Pick-up Unit）
： 放送番組の中継に用いられる無線の送受信装置

ここまで来た画像検索技術の実用化

〜 NHK アーカイブスと接続して試験運用開始〜
画像検索システム

「画像検索」といえば、
キーワードで検索するスタイルが主流です。
しかし、そのためには画像に膨大なキーワードをつける作業が必要 画像をアップロードして検索
です。また、キーワードで検索しても思うような検索結果が得られ
ないこともあります。技研では、これらの問題を解決すべく、画像
Topics
検索結果表示画面
の特徴（画像の色や模様の度合など）に基づいて、欲しい場面を検
索できる画像検索技術の研究を進めてきました。
今回、NHKアーカイブス情報システム*と接続して画像検索技術
の検証実験を行うシステムを開発し、NHK局内での試験運用を開始
しました。導入した主な技術は、画像特徴と大まかなレイアウトの
似た画像を検索する類似画像検索と、画像特徴の学習により画像に
映る物体のキーワードを自動付与する被写体認識です。局内の利用 アップロードした画像と
見た目の似た 場面が
者は、手持ちの画像のアップロードにより「指定した画像と似た場 見つかる
面」を探したり、自動で付与された数十種類のキーワードを選んで
検索できます。
図 : 画像のアップロードによる検索
この試験運用は、4月末まで実施します。今後は、局内利用者の
傾向や要望を踏まえて技術を改良し、実用化を目指して研究開発を進めていきます。
*

NHKアーカイブス情報システム：NHKの番組制作での利用を目的に、NHKアーカイブスに蓄積された番組やニュースを検
索できるシステム

高柳健次郎業績賞を受賞
技研伝送システム研究部の田中祥次上級研究員が、超高精細度テレビジョン衛
星放送用伝送方式の開発と標準化への貢献が評価され、高柳健次郎業績賞を受賞
しました。この賞は、公益財団法人高柳記念財団が、電子科学技術に関する優れ
た研究によって、わが国のこの分野の振興並びに産業の発展に貢献した方に授与
する賞です。
2016年に試験放送を予定している8Kスーパーハイビジョンの衛星放送サー
ビスの実現に大きく寄与する研究成果として、高く評価されました。
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地上波による 8K スーパーハイビジョン放送
に向けた大容量伝送技術
伝送システム研究部

蔀 拓也

8Kスーパーハイビジョン（8K）を地上波で放送するためには、映像・音声の圧縮符号化技術に加えて、周波数利用
効率を高める大容量伝送技術が必要です。そこで、技研では地上放送の伝送容量拡大に向けて、
「偏波MIMO*1」
「超多値
*2
*3
OFDM 変調」
「有効シンボル長 の拡大」に取り組んでいます（図）
。
現在の地上デジタル放送では、水平偏波もしくは垂直偏波のいずれか一方の電波を用いて、1チャンネル（周波数帯域
幅6MHz）でハイビジョン1番組を伝送しています。偏波MIMO技術は、水平と垂直の両偏波を同時に利用し、それぞれ
の偏波で異なる信号を伝送することで、伝送できる情報量を2倍とするものです。
現在の地上デジタル放送のOFDM信号では、5,617本のキャリヤー（搬送波）の１つで一度に最大6ビット（信号点
の数は64個）の情報を伝送しています。超多値OFDM変調技術を利用すれば、最大12ビット（信号点の数は4096個）
の情報を送ることができます。1キャリヤーあたりのビット数が2倍となることで、伝送できる情報量も2倍となります。
現在の地上デジタル放送におけるOFDM信号の有効シンボル長は約1ミリ秒となっています。ガードインターバル（GI）*4
を現在の地上デジタル放送と同じ時間長のままで有効シンボル長を長くすることにより、1つの伝送シンボルの時間に占
めるGIの割合を1/8から1/32に小さくし、伝送容量を増やすことができます。
2014年には、これらの技術を適用した装置と実験試験局を熊本県人吉市に整備し、現在の地上デジタル放送と同規
模となる27kmの長距離での地上波8K伝送に世界で初めて成功しました。現在、受信点を数か所設置し、長期的な伝搬
路測定を継続しています。
今後は、超多値OFDMの信号点の増加に伴う受信特性劣化の改善に向けて、信号点配置の最適化、誤り訂正符号の高
度化を進めていきます。また、都市部での伝搬路測定と解析を進め、地上波による8K放送の実現を目指します。
*1 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）： 複数の送受信アンテナを用いる伝送技術
*2 OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
： 直交周波数分割多重
*3 有効シンボル長： 情報伝送に有効となるOFDM信号（シンボル）の時間長
*4 GI（Guard Interval）
： シンボル間の干渉を防ぐために挿入する冗長部

8K実験試験局（UHF46ch）
・2つの偏波を利用（偏波MIMO技術）地デジの2倍
地デジの2倍
・超多値変調技術（4096QAM)
・有効シンボル長の拡大（約4ミリ秒）
大容量伝送の実現（現在の地デジの約4倍）

偏波共用送信アンテナ

偏波共用受信アンテナ

実験試験局
現在の地上デジタル放送
・１つの偏波のみ利用
・変調技術（64QAM）
・有効シンボル長（約1ミリ秒）

4096QAM
64QAM

GI

有効シンボル長
GI

有効シンボル長
時間

時間
図：大容量伝送技術の概要
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連載

ハイブリッドキャストの進化を支える技術（全 4 回）

NHKは新しい放送通信連携サービス

NHK Hybridcast を2013年9月に開始しました。技研では、さらに便利で多様

なサービスの実現に必要な技術の研究開発を進めています。この連載では、ハイブリッドキャストの進化を支える要素技
術について紹介します。

第1回

ハイブリッドキャストの進化に向けた研究開発の概要
ハイブリッド放送システム研究部 大亦 寿之

テレビをインターネットにつないで放送をより便利に楽しむことができるハイブリッドキャスト。ハイブリッドキャスト
では、テレビや連携するセカンドスクリーン（スマートフォンやタブレット）を使って、番組に合わせて提供されるネット
の情報を簡単に利用することができます。
技研では、このハイブリッドキャストの研究開発を2010年に開始し、実用化に向けて（一社）IPTVフォーラム*1など
における標準化活動に寄与してきました。現在、さらに高機能で多様なサービスの実現を目指し、次のような要素技術
の研究開発を進めています。
様々な端末に対応した動画配信サービスを実現する技術
“NHK Hybridcast”では、過去のアーカイブス映像などの動画配信サービスを提供しています。技研では、より豊か
なサービスの実現を目指し、テレビやスマートフォンなどの端末に関わらず同じ動画を効率的に提供するための技術とし
て、PCやスマートフォン向けに広く用いられている配信形式であるMPEG-DASH*2に対応したテレビ向けの動画再生機
能や配信システムの開発を進めています。
幅広い事業者によるサービス提供のためのシステム技術
ハイブリッドキャストのさらなる普及には、多様なサービスの提供が欠かせません。そこで、放送局以外の様々な事
業者もハイブリッドキャストのサービスを安全・安心に提供できるように、
“放送外マネージドアプリケーション”*3の実
現に向けたシステムの技術検討を進めています。
テレビとセカンドスクリーンの高精度な同期技術
スポーツ中継で様々なカメラの映像を同時に見たくなったことはありませんか。テレビの放送映像とセカンドスクリー
ンのネット映像の時刻をぴったり合わせて表示するマルチビューサービスの実現に向けて、複数のデバイス間での映像の
同期技術の開発を進めています。
次回からは、これらの要素技術の概要やサービス例などについて、全4回の連載で紹介していきます。
*1 IPTVフォーラム： NHKや民放、テレビメーカー、通信事業者などが参加する、インターネットを利用したテレビサービスに関する
国内の標準化団体
*2 MPEG-Dynamic Adaptive Streaming over HTTP：通信回線の状況に応じて最適な品質で映像を提供するストリーミング規格の1つ
*3 放送外マネージドアプリケーション： 放送局以外の事業者が提供するアプリケーション
様々な端末に対応した動画配信サービスを実現する技術

多様なアプリケーションの
安全・安心な提供

端末に依存しない
効率的な動画配信
放送
サービス事業者

放送局
ネット
幅広い事業者によるサービス提供のためのシステム技術

端末間での放送映像と
ネット映像の同期

テレビとセカンドスクリーンの高精度な同期技術

図：ハイブリッドキャストの進化を支える技術

技研だより

2015.3

第 120 号

NHK放送技術研究所
〒157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11 Tel：03-5494-1125（代表） Fax：03-5494-3125 ホームページ：http：//www.nhk.or.jp/strl/

4

技研だより 第120号 2015/3

