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CEATECで8Kスーパーハイビジョン技術を紹介
NHKは、10月7日から10日まで幕張メッセ（千葉）で開催された最先端のIT・エレクトロニクス総合展
CEATEC JAPAN 2015に、（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）と共催で出展し、高ダイナミックレンジ
*2
（HDR）*1対応の8Kディスプレーや8K衛星放送実験
など、8Kスーパーハイビジョン技術を紹介しました。
Topics
HDR対応8K液晶ディスプレー
9月にオランダで開催された欧州最大の放送機器展IBC 2015で高い評価を受けた、HDR対応の85インチ8K
液晶ディスプレーを、国内で初めて展示しました（写真1）。ディスプレーの前には、連日多くの来場者が詰めかけ、
日陰とひなたの両方を含む明暗差が大きいシーンやガラスや金属で光が反射するシーンなど、より忠実に再現さ
れたHDRの美しい映像を体感していただきました。
8K衛星放送実験
2016年の8Kスーパーハイビジョンの試験放送を想定した8K衛星放送実験を実施し、渋谷のNHK放送セン
ターから送信した8K番組を、放送衛星を経由してCEATEC会場で受信しました（写真2）。いよいよ来年に迫っ
た試験放送開始へ向けて、スポーツや音楽番組などの8Kの 「放送」 を実際に来場者に体感していただきました。
このほか、8Kの超高精細画面ならではの放送通信連携サービス 8Kハイブリッドキャスト や、ともに世界
初展示となる、世界最小の9.6インチと17.3インチの8K液晶ディスプレーを展示し、大きな注目を集めました。
今後も、8Kスーパーハイビジョンの着実な実用化と高度化のための研究開発を推進するとともに、その成果を
視聴者のみなさまに分かりやすくお伝えする取り組みを進めていきます。
*1 HDR（High Dynamic Range）：テレビが表現できる映像の明暗の幅を拡大する技術
*2 実験試験局免許（BS17ch）を保有する（株）放送衛星システム（B-SAT）との共同実験

写真1：HDR対応8K液晶ディスプレー
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写真2：8K衛星放送実験

あなたの声と受信料で 公共放送NHK
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「N スポ！2015」でスポーツ中継を支える最新放送技術を紹介
10月10、11日の2日間、NHK放送センター（渋谷）で開催されたスポーツイベント「Nスポ！ 2015」で、
技研が開発した多視点カメラとウルトラハイスピードカメラを紹介しました。
多視点カメラは、被写体を取り囲む複数のカメラで同時に撮影することができ、その映像を処理することで、時
Topics
間を止めて被写体を回り込んで見ているかのような映像「ぐるっとビジョン」を制作できます。また、ウルトラハ
イスピードカメラは、通常のカメラよりも早い速度で1秒間に100万枚まで撮影でき、被写体の動きを滑らかなス
ローモーションで見ることができます。
今回、
「卓球で体感！スポーツ中継を支える最新放送技術」というコーナーを設け、卓球マシンを相手に来場者
が卓球をする様子をこれらのカメラで撮影し、制作した映像表現を体験していただきました。来場者からは、
「い
ろいろな角度の映像で、ボールを打つ瞬間が立体的に見られた」
、
「ボールの回転までスロー映像で分かった」など、
ご好評をいただきました。

E テレ「ミミクリーズ」 動物の眼の撮影で高感度 HARP カメラが活躍

技研が開発した高感度HARP*カメラが、
Eテレ「ミミクリーズ」の制作に使用されました。番組名の「ミミクリー
（mimicry）」とは「似ているもの」という意味で、
「自然界の似たもの探し」をキーワードに子供たちの「科学する心」
を育てる番組です。
Topics
9月21日の放送では、夜間に光る動物の眼がテーマでした。動物の眼が光って見える理由は、人間には無い「タ
ペタム」という鏡のような層が網膜の下にあり、ここで光が反射するためだと言われています。HARPカメラを用
いることで、夜間に光る動物の眼と顔の表情を同時に、鮮明に撮影することができ、ベンガルトラをはじめ、バー
バリーシープ、チャップマンシマウマなどの「自然
界の似たもの」を紹介できました。
近年、さまざまな方式の高感度カメラが開発され
ていますが、特に画質が重視される放送番組では、
ざらつきが少ないHARPカメラでなければ対応でき
ないシーンが多くあります。今後も積極的に番組制
作に貢献するとともに、HARPカメラに用いられて
いる技術を応用して、8Kスーパーハイビジョンカ
メラの高感度化に関する研究を進めていきます。
*

2

HARP（ ハ ー プ：High-gain Avalanche Rushing
amorphous Photoconductor）
：アバランシェ（電
子なだれ）増倍現象を利用し、弱い光でも被写体を明
るく撮影できるデバイス

Eテレ ｢ミミクリーズ｣の映像
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8K番組素材伝送に向けた
ミリ波（42GHz）帯SHV-FPUの開発
伝送システム研究部

津持 純

災害現場からのリポートやスポーツ中継など、中継先から放送局までの番組素材伝送に用いる無線伝送装置（FPU:
Field Pick-up Unit）は、放送局外の素材（映像・音声など）を用いて番組を制作するために必要不可欠な機材です。現
行のハイビジョン放送より高精細な8Kスーパーハイビジョンの番組素材を無線伝送するFPU（SHV-FPU）は、現行の
FPUより多くの情報を伝送することが求められます。技研では、
「ミリ波帯*1の活用」と「偏波MIMO*2技術」によって
大容量化を実現する42GHz帯SHV-FPUの開発を進めています（図）
。
ミリ波帯のうち41 〜 42GHz（42GHz帯）は放送業務で利用できる周波数で、42GHz帯FPUの標準規格（ARIB
STD-B43）では、OFDM*3方式における1チャンネルあたりの最大の周波数帯域幅は112MHz*4と広い帯域幅が割り
当てられています。このため、8Kの番組素材を広帯域な信号に変調することで、約200Mbps*5の大容量の無線伝送が
可能になります。また、水平および垂直の2つの偏波に異なる情報を割り当て、同じチャンネルで同時に伝送する偏波
MIMO技術によって、伝送できる情報量をさらに2倍にします。このように42GHz帯を利用した広帯域信号の伝送技術
と偏波MIMO技術によって、400Mbps級の伝送レートでの無線伝送が実現できます。
FPUは送受信機と変復調装置で構成されます。今回、112MHzの周波数帯域幅と偏波MIMOに対応した42GHz帯の
送受信機を新たに開発し、周波数帯域幅が54.4MHzの既存の偏波MIMO対応OFDM変復調装置と組み合わせて評価実験
を実施しました。実験により、約200Mbpsの伝送レートで情報を無線伝送できることを確認し、変復調装置を2倍の周
波数帯域幅に対応させることで2倍の伝送レートを実現できる見通しを得ました。今後は、112MHzの周波数帯域幅に
対応した変復調装置の開発を進め、400Mbps級の無線伝送の実現を目指します。
42GHz帯の電波は降雨減衰が大きいことが知られており、降雨の強さによって伝送可能な距離が変動します。そこで、
42GHz帯の送受信機を用いた屋外での無線伝送実験によって電波伝搬特性を調査し、降雨時でも10km程度の伝送距離
が確保できるように42GHz帯SHV-FPUの性能改善に取り組むことで、8K中継番組の制作での活用を目指していきま
す。
*1ミリ波帯：波長がミリメートル単位となる、周波数が30GHz以上の電波
*2 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）
：複数の送受信アンテナや伝送路を利用することで伝送容量の拡大や信頼性を向上する
技術
*3 OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
：直交周波数分割多重
*4 チャンネル間隔は125MHz。チャンネル間隔を62.5MHzで利用する場合の周波数帯域幅は最大で60MHz。
*5 OFDM方式でサブキャリアを32QAM（符号化率1/2）で変調した場合の伝送レート

42GHz 帯 SHV-FPU の送受信機
・周波数帯域幅は 112MHz（60MHz も可）
・2 つの偏波を利用（偏波 MIMO）

8K 番組制作の現場

42GHz 帯 SHV-FPU
（送信機）

イベント会場
番組素材制作
（映像・音声）

放送局

垂直偏波
水平偏波

変調装置
中継車

42GHz 帯 SHV-FPU
（受信機）

変調装置
・8K 番組素材を適切なレートに圧縮
・無線伝送のための変調信号の生成

復調装置
放送
収録
編集 など

復調装置
・8K 番組素材の圧縮信号を復元
・受信信号の復調処理

図： 42GHz帯SHV-FPUによる8K番組素材伝送のイメージ

技研だより 第128号 2015/11

3

連載

8K 衛星放送実験を支える技術（全 7 回）

NHKが中心となって開発を進めている、近未来の放送メディア「8Kスーパーハイビジョン」。この連載では、2016年の
8K試験放送を想定して5月に実施した「8K衛星放送実験」の概要と、この実験を支える要素技術について紹介します。

第3回

8K符号化・復号装置
テレビ方式研究部

杉藤 泰子

スーパーハイビジョンの8K映像と22.2ch音響のデータ量は非常に大きいため、そのままでは放送することができま
せん。映像と音声のデータを高品質なまま圧縮して伝送する必要があります。技研では、国際規格および国内放送規格
に準拠した8K符号化・復号装置を開発しました。
開発した符号化・復号装置は、8K映像の圧縮に適した最新の映像符号化方式MPEG-H HEVC/H.265*1を採用して
います。映像符号化装置は、8K映像をリアルタイムに符号化するために、画面を横長短冊状に17分割して並列に処理
します。昨年度までに、画像の複雑さを解析して分割ごとのデータ量を変化させる機能と、分割の境界を目立ちにくくす
る機能を開発して画質を向上させました。さらに、今回8K放送の国内放送規格に準拠させる改修を行い、17分割を生
かしたままで、規格で必須の画面分割方法に適合させました。また、映像符号化装置に対応したリアルタイム映像復号
装置を新たに開発し、実際の放送を想定した実験において、8K映像をリアルタイムかつ高品質に符号化・復号できるよ
うになりました。
この符号化・復号装置は、22.2ｃｈ音響を圧縮して伝送するためのMPEG-4 AAC*2方式による音声符号化・復号機
能と、圧縮した映像・音声データを束ねて伝送するためのMPEG-H MMT *3方式による多重化・多重分離機能を備えて
おり、これらは装置に一体化されています。
5月に開催した技研公開2015では、72Gbpsの8K映像を約840分の1の85Mbpsに、25Mbpsの22.2ｃｈ音響を
約20分の1の1.4Mbpsに圧縮して、8K試験放送でも使われる放送衛星で伝送する実験を行いました（図）。その結果、
8K映像と22.2ｃｈ音響を高品質に伝送できることが確認できました。今後も実際の放送衛星を使用した伝送実験を行
い、8K符号化・復号装置の動作検証を進めていきます。
*1 MPEG-H HEVC（High Efﬁciency Video Coding）/H.265 ：ISO/IECとITUが共同で標準化した、8K/4K映像に適した高効
率な映像符号化方式
*2 MPEG-4 AAC（Advanced Audio Coding）
：ISO/IECが標準化した、22.2chに対応した音声符号化方式
*3 MPEG-H MMT（MPEG Media Transport）
：ISO/IECが標準化した、多様な伝送路に対応するメディア伝送方式

MMT 出力を映像と音声のデータに分離
し、圧縮した信号を 8K 映像と 22.2ch
音響に復号して出力

8K 映像を HEVC で、22.2ch 音響を
MPEG-4 AAC で圧縮し、
圧縮した信号を MMT で束ねて出力

8K 映像

送信機

8K 映像

受信機

MMT

22.2ch
音響
8K 符号化装置

22.2ch
音響
8K 復号装置

放送局

家

庭

図：8K符号化・復号装置の外観と機能説明
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