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Augmented TV が、経済産業省により
優れたコンテンツ技術に選ばれました
技研が研究開発を進めている Augmented TV が、
「Innovative Technologies 2015」に採択されました。
「Innovative Technologies」 は、コンテンツ産業の発展に大きく貢献することが期待される技術を経済産業
省が表彰するものです。今回採択された20件の技術の1つとして、日本科学未来館（江東区）で開催されたデ
Topics
ジタルコンテンツEXPO2015で展示しました。
Augmented TVは、AR*技術を応用して、テレビの世界があたか
も画面手前の現実世界とつながっているかのように見せる映像表現技
術です。タブレットのカメラで撮影しながらテレビを見ると、タブレット
画面では撮影した映像にCGが合成され、あたかもキャラクターがテレ
ビ画面から飛び出したように見えます。審査委員から、「現場にいるか
のようなライブ感や空間の大きさを感じさせる映像生成への展開が期
待される」 と評価されました。
今回の展示では、コンテンツ産業分野への波及・応用を意識して、
縦型のサイネージディスプレーを用いて、NHKスペシャル 『生命大躍
進』 の古代生物がテレビ画面から飛び出す体験型コンテンツを実演し
ました。 多くの来場者に体験していただき、画面から飛び出す実在感
への驚きの声や、早期実用化への期待、詳細技術に関する質問など、
Augmented TVの可能性に高い関心が寄せられました。
Augmented TVの実用化に向け、今後は多様な携帯端末での動作
を検証するとともに、技術の適用可能性を広げていきます。

タブレット画面上でサイネージから飛び出す
恐竜のCGモデル

* AR（Augmented Reality）: 拡張現実感

技研の上級研究員が ITU-R SG6 議長に選出
ハイビジョンやスーパーハイビジョンの映像方式に関する研究、ならびに国内外での標準化に長年従事
してきた西田幸博上級研究員が、ITU-R（国際電気通信連合・無線通信部門）で放送業務を担当する
第6研究委員会（SG: Study Group）の議長に選出されました。日本の放送局から、ITU-R研究委員
会の議長が選出されるのは初めてです。
ITU-Rは、電波を利用するさまざまな業務を扱い、電波利用に関する規則を定めるとともに、無線通
信業務に関わる技術方式・基準を勧告しています。SG6は、ITU-Rの6つの無線通信研究委員会の1つで、
放送の制作・番組交換から送信、受信、品質確保にわたる放送全般の技術課題を扱っています。ITU-R
での放送技術の標準化は、世界各国・地域で採用される放送方式につながり、スーパーハイビジョンな
どの放送方式の国際的な普及にも重要な意味をもつ取り組みです。
今後もNHKは、関係機関と連携し、ITU-Rでの標準化活動を通して、日本の放送技術を世界に発信し、
各国と連携した国際標準化とその普及を推進します。
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あなたの声と受信料で 公共放送NHK

1

広色域番組制作に求められる LED 照明の演色性
技研では、スーパーハイビジョンの広色域番組制作
用照明の演色性を検討しています。演色性とは、被
写体の色の見え方に影響を与える光源の特性のこと
Topics
です。基準となる光源と比較したときの色彩の再現
性を数量的に表わす指標「平均演色評価数Ra」で客
観的に評価することができ、値が100に近いほど昼
光下の色に近い自然な色再現が可能になります。近
年、放送用照明としてLEDが主流になりつつありま
すが、この演色性指標の推奨値が定められていなかっ
たため、さまざまなLED照明の評価実験*を行いまし
た。その結果、指標として従来のRaだけでなく、赤
色の色再現性を表す「特殊演色評価数R9」を加える
ことが適当であること、Raを90以上、かつ、R9を
80以上とすることが、広色域番組制作に適した照明
となることが分かりました。今後、この結果を国際
学会や標準化団体へ提案していく予定です。

評価実験の様子

*パナソニック（株）の協力のもとで実施

「せたがや秋の音楽まつり in NHK 技研」を開催！
技研は、
11月1日に、
（公財）せたがや文化財団と共催して「せたがや秋の音楽まつり」を開催しました。出演は、
10月に開催された第84回日本音楽コンクールのクラリネット部門で第一位を獲得したコハーン・イシュトヴァー
ンさんや、芸名を世田谷キヨシと称し演芸番組にも多数出演の「めおと楽団ジキジキ」
、ボーカルの西島梢さんなど、
Topics
世田谷にゆかりのあるプロミュージシャン10組と、NHKと関連団体で働く職員を中心に構成されるNHKフレン
ドシップ管弦楽団の有志5組です。講堂でのクラシック・ジャズステージとエントランスロビーに特設したフリー
ジャンルステージの2箇所を同時に使い、来場者の皆様に多彩な顔ぶれの素晴らしい演奏を心ゆくまで楽しんでい
ただきました。技研では、このような地域に密着したイベントをこれからも開催していきます。

NHKフレンドシップ管弦楽団の演奏

「めおと楽団ジキジキ」による面白音楽

東京都功労者表彰（技術振興功労）を受賞
10月1日（都民の日）、テレビ方式研究部の池田哲臣部長が、東京都功労者表彰（技術振興功労）を受賞しました。
総務省の周波数再編アクションプランに対応し、放送事業者が使用していた無線伝送装置（FPU）およびラジオ
マイクなどの700MHz帯放送システムの周波数移行を早期に完了するために、高い周波数帯においても高信頼な
伝送が実現できる方式を開発した功績が認められました。
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番組情報のLinked Open Data化の検討
ハイブリッド放送システム研究部

宮崎 勝

インターネット上のWebページでは、ページ上のハイパーリンクをクリックすると、他のページに飛ぶことができま
す。このように、Webページ同士がリンクでつながった「Web」と呼ばれる空間を通じて、さまざまな情報を容易に得
ることができるようになりました。このWebは、あくまでも「人が見るためのWeb」でしたが、Web上の情報が膨大に
なるにしたがって、その情報をソフトウェアが自動処理し、人々にさまざまなサービスを提供できるようにするという
考え方が生まれました。インターネット上のさまざまな場所にあるデータを、ソフトウェアが処理可能な形式で表現し、
さらにそのデータ同士を明確な意味を持ったリンク情報で結びつけることで、
「ソフトウェアのためのWeb」を実現する
のがLinked Open Data（LOD）という仕組みです。
技研では、番組情報をLOD形式で提供できるデータベース「番組情報データハブ」の開発を進めており、番組のタイ
トル、放送時間といった基本的な情報に加え、番組に関連する人物や場所、外部のデータとのリンク情報を、ソフトウェ
ア処理可能な形式で蓄積しています。例えば、ある番組「A」に「渋谷さん」という名前の俳優が出演していることを記
述する場合、データベースの中で“渋谷”という文字で示すだけでは、それが「人名」なのか「地名」なのかを、ソフ
トウェアは判断することができません。
「番組情報データハブ」では、
番組に出演しているのが“渋谷”という名前の「俳優」
であることを、外部データとの「出演者」リンクで明確に表現しており、これにより、番組情報を「ソフトウェアのた
めのWeb」上で活用できるようになります。ソフトウェアが番組LODや外部データのリンクをたどることで、その俳優
が映画「B」にも出演しているという情報が得られたり、外部サービスの利用者への番組情報提供なども可能となります。
今後は番組情報データハブの高度化を進め、放送局の番組情報が、放送局内だけでなく、外部の様々なサービスやア
プリケーションで活用できるような仕組みの実現を目指します。

外部サービス

外部サービス

さまざまな外部サービス／ LOD を通じて
多くのユーザから利用される
外部 LOD
( 映画 DB）

外部 LOD
（DBpedia など）

Web ページ

映画 B

俳優

Web ページ

映画

出演
作家

Web ページ

“渋谷”
出演者

番組 A

番組 Web ページ
Web ページ

番組
Web サイトに
来た人のみが利用

ハイパーリンクによる Web（人が見るための Web）

番組 LOD ( 番組情報データハブ）
LOD による Web（ソフトウェアのための Web）

図： 番組情報のLinked Open Data化の概要
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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4回

高度広帯域衛星伝送システム
伝送システム研究部

小島 政明

Q
Q
8K映像はハイビジョン映像に比べて16倍の画素数を持つため、衛星
1010
1000
011
で放送するには大容量の伝送技術が必要となります。技研では、この大
0010
0000
010
001
1100 0100
容量伝送を可能とする衛星放送の伝送方式を開発し、標準化に寄与して
0110 1110
100
000
きました。
I
I
0111 1111
1101 0101
放送局では8K映像をデジタル信号に変換・圧縮して放送衛星へ送信し、 101
110
0011
0001
各家庭では放送衛星からの電波を受信して元の8K映像に戻して視聴しま
111
1011
1001
す。デジタル信号は、0と1のデジタル情報の組み合わせを何通りかの電
8PSK
16APSK
波の状態（位相や振幅）に対応させ、デジタル情報に応じて電波の状態を
(3 ビット伝送 )
(4 ビット伝送 )
切り換えること（変調）によって伝送されます。現行のBSデジタル放送の
図1：変調方式による信号点の配置
変調信号は、8PSK（Phase Shift Keying）という8個の電波の状態（信
号点）を用いて、3ビットの情報を次々と伝送しています。8Kの衛星伝送
では、16APSK（Amplitude and Phase Shift Keying）という変調方
式を用い、16個の信号点を切り換えることで4ビットの情報が伝送可能
ロールオフ率：0.35
になりました（図1）。
伝送容量を大きくするには、電波の状態を切り換える速度
（シンボルレー
ロールオフ率：0.03
ト）を高速にする必要がありますが、高速化すると使用する周波数の幅（帯
域幅）も大きくなってしまいます。衛星放送1チャンネルあたり利用できる
周波数の幅 (34.5MHz)
帯域幅は34.5MHzに決められているため、この帯域幅の中で信号電力
（ス
ペクトル）の両端の形状をできる限り急峻にして、周波数利用効率を高め
図2：ロールオフ率による周波数利用効率の向上
る必要があります。8K衛星伝送では、スペクトルの形状が急峻になるよ
うに係数（ロールオフ率）の値を、現在の0.35
から0.03まで小さくし、周波数利用効率を
8K スーパーハイビジョン１番組を
向上させています（図2）。
衛星中継器 1 チャンネルで伝送
また、衛星伝送では降雨等により電 波が
減 衰して、ビット 誤りが 発 生 するため、訂
正 する 技 術 が 不 可 欠 で す。 伝 送 に お ける
12GHz 帯
17GHz 帯
ビット誤りを訂正するために、誤り訂正符号
16APSK
として 極 めて 訂 正 能 力 の 高 いLDPC（Low
Density Parity Check：低密度パリティ検
査）符号を採用しています。
このような伝送技術を用いることで、8K
新伝送方式に準拠した
送受信装置を開発
衛星放送に必要な約100Mbps*を確保しま
した。5月に開 催した技 研 公 開2015では、
この伝送方式に対応した送受信装置と、現
送信装置
受信装置
在運用中の衛星の電波（BS-17ch）を使用し
て8K衛星 放 送 実 験を行い、伝 送 方 式の 技
術を実証しました（図3）。
*1秒あたり108ビットを伝送
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図3：8K衛星伝送実験の概要
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