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8K スーパーハイビジョン標準化の取り組み
放送番組は、放送局が異なっても同じ受信機で視聴できるように、標準規格に基づいた映像・音響方式で制
作されています。NHKでは、世界の放送方式標準化を先導し、標準規格の策定を着実に進めています。

Topics
8Kスーパーハイビジョン映像方式
あたかもその場にいるような高い臨場感を実現する8Kスーパーハイビジョン。映像方式は、国際規格として
ITU-R*1勧告BT.2020、国内規格としてARIB*2標準規格STD-B56が策定されています。画素数に加え、より
広い範囲の色を再現するための広色域表色系*3や、より高い動画質を実現するための高フレーム周波数などが
規定されています。NHKは、策定の段階から必要な実験を行うなど、中心的な役割を果たしてきました。
HDR（高ダイナミックレンジ）技術
表現できる映像の明るさの範囲を拡大するHDR技術は、8Kスーパーハイビジョンの魅力をさらに高めます。
NHKは英国放送協会（BBC）と連携して、従来の映像方式と高い互換性を持つ方式を開発しました。カメラ
のトーンカーブ*4などの主要なパラメーターについては、昨年7月にARIB標準規格STD-B67が策定されまし
た。ITU-RでもHDRは最も注目を集める技術の一つとして活発な議論が続いており、NHKは国際標準化に向
けて積極的に寄与しています。
22.2マルチチャンネル（22.2ch）音響方式
自然な3次元音響空間を再現する、8Kスーパーハイビジョン用の22.2ch音響方式。国際規格のITU-R勧告
BS.2051、国内規格のARIB標準規格STD-B59にて、スピーカーの位置やチャンネルの並びなどが規定され
ています。NHKは策定に際して評価実験を実施するなど、中心的な役割を果たしました。
ラウドネス測定法
現行のデジタル放送では、番組が変わる時に急に音が大きくなったり小さくなったりしないように、ITU-R勧
告BS.1770に規定された計算式（ラウドネス測定法）を用いて番組間の音量を揃えています。NHKは、2ch
や5.1chなどに対応した既存のラウドネス測定法を22.2ch音響でも計算できるように拡張し、検証実験を行い
ました。NHKの提案に基づいて、ITU-R勧告BS.1770が昨年10月に、ARIB技術資料TR-B32が12月に改
訂されました。
*1 International Telecommunication Union Radiocommunication Sector： 国際電気通信連合 無線通信部門
*2 Association of Radio Industries and Businesses： 電波産業会
*3 表色系： 映像システムなどで色を表現する仕組み。カラーテレビでは、赤、青、緑の3つの原色の信号を足しあわせて
色を再現する。
*4 トーンカーブ： カメラレンズから入射した光の信号を、カメラ出力の電気信号に変換する関数

今年の技研公開は5月26日（木）〜 5月29日（日）の4日間
技研の最新の研究成果を広く一般公開する第70回技研公開の日程が決まりました。今年の技研公開
は、進化が続くスーパーハイビジョン、インターネット活用技術、立体テレビ、高度番組制作技術に加
え、それらを支える放送用デバイス技術にスポットを当てた、約30項目の研究成果を展示します。
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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地上放送で周波数をさらに有効利用する次世代 SFN 技術
技研では、衛星放送だけでなく地上放送でもスーパーハイビジョン（SHV）を放送する技術の研究開発を進めて
います。SHVを地上放送で実現するための課題の一つは、放送用のチャンネルに空きが十分に無いことです。この
ため、現在の地上デジタル放送よりもさらに有効に周波数を利用できる技術の開発が必要です。
有効に周波数を利用する技術の1つに、隣接する放送エリアで同一のチャンネルを使用する単一周波数ネットワー
Topics
ク（SFN: Single Frequency Network）技術があります。この技術の研究をさらに進め、
「次世代SFN技術」を
開発しました。従来のSFN技術では、同じチャンネルを使う2つの送信所からの信号を同時に受信した場合、互い
に信号を弱め合う周波数と強め合う周波数が生じ、
受信品質が劣化するケースがありました。一方、
次世代SFNでは、
2つの送信所間で時空間符号化*1という処理を行うことにより、それぞれの送信所からの信号を受信しても、互いに
干渉することなく2つの信号を復元できるため、従来のSFNよりも受信品質が向上します。
技研では、熊本県人吉市と球磨郡水上村に送信所を設置して次世代SFNの実験を行い、その効果を確認しました。
今後も次世代SFN技術の改善を進め、SHV地上放送の実現に向けて取り組んでいきます。
*この研究は、総務省の委託研究「超高精細度衛星・地上放送の周波数有効利用技術の研究開発」を受託して実施しています。
*1 時空間符号化: 情報を複数のアンテナから分散して送信する方式。STC（Space-Time Coding）とも呼ばれる。

従来の SFN 技術

次世代 SFN 技術

振幅

時空間符号化により、2 つの送信所か
らの信号は干渉せず、品質劣化しない

振幅

2 つの送信所からの信号が
互いに弱め合い、品質劣化

1 チャンネル

周波数

1 チャンネル

図: 従来SFNと次世代SFNの受信信号

周波数

実験風景

高感度 HARP カメラが医学の研究に活躍
技研が開発したHARP*1カメラが、肺がんの早期発見に向け
造影剤注入から約 25 秒後
た医学研究の場で活躍しています。
一般に血管撮影は、目的とする血管にX線を通しにくい「造
影剤」と呼ばれる薬品を注入し、周囲の筋肉や骨との間に濃
Topics
淡差をつけることで行います。血管が細くなると中に入る造
影剤の量も少なくなり、濃淡差がつきにくくなりますが、高
感度HARPカメラと特殊なX線を用いることで、直径が数十μ
m*2の血管も動画として鮮明に撮影できることが実証されてい
1mm
ます。
HARPカメラを使い、がんが転移したラットの肺の撮影実
ラットの肺の映像（白丸で囲んだ所が「がん」の部分）
験を筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器研究機構
と行った結果、造影剤を注入してから時間が経過した後も、がんの部分は濃く写り続けることがわかりました。こ
れはがんにできる微小血管が未熟で造影剤が漏れやすく、漏れ出した造影剤が濃く写るためと考えられます。今回
撮影されたがんの大きさは0.5mm前後で、これまで2 〜 3mm以上の大きさになるまで見つけることが難しかっ
た肺がんでも、この方法を利用することで早期に発見できる可能性があり、治療の選択の幅が広がるなどの効果が
期待できます。
*1 HARP（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撮像デバイス
*2 μm（ミクロン）
：長さの単位で1mmの1/1000
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CGによるインテグラル立体映像の生成技術
立体映像研究部

技研では、将来の放送サービスに向けて、特殊なめがねをかけずに、
見る位置に応じた自然な立体映像を楽しむことができるインテグラル
（IP）立体テレビの研究開発を進めています。
IP立体テレビの特性評価に向けて
IP立体テレビでは、撮影および表示において多数の微小なレンズが並
んだレンズアレーを用います。撮影では、被写体からさまざまな方向に
進む光の強さや色情報を微小画像（要素画像）として記録します。表示
では、要素画像からレンズアレーを使って被写体からの光を再現し、被
写体の立体像（IP立体映像）を再生します（図1）
。IP立体映像の品質を
決める特性には解像度や再生できる奥行き範囲などがあり、これらは撮
像・表示素子やレンズアレーの構造、寸法などのパラメーターによって
決まります。IP立体テレビの特性を評価するには、さまざまなパラメー
ター値におけるIP立体映像が必要になりますが、パラメーター値ごとに
実機を製作して特性を評価することは容易ではありません。そこで、理
想的な要素画像を生成する手法をCGで構築しました。

日浦 人誌

微小画像 ( 要素画像 )

撮影

撮影
被写体
撮影用レンズアレー

表示素子

表示
要素画像

観察

CGソフトウェアを用いた仮想IPカメラの開発
IP 立体映像
今回開発したのは、放送現場のCG映像制作でも広く利用されている
3DCGソフトウェアに追加できる、要素画像群を生成するIPカメラ機能
表示用レンズアレー
です（図2）
。仮想IPカメラの特性を決める種々のパラメーター値（撮像
素子の画素間隔、レンズの焦点距離、レンズ間隔、レンズ数など）は、
図1: IP立体テレビの撮影および表示
3DCGソフトウェアの画面において容易に設定できます。また、3DCG
ソフトウェアへの機能追加という形で開発したことで、従来のCG映像制作と同様の手順で、ガラスの透明感や金属の光
沢感など、実写に近いIP立体映像が再現可能な要素画像群を生成できるようになりました。
今後は、CGによる高品質な要素画像群を用いてIP立体テレビの特性を評価し、高品質なIP立体テレビの実現を目指し
て、研究開発を進めていきます。
３DCG ソフトウェア内の仮想３次元空間

一般の仮想カメラ

仮想 IP カメラ

出力画像

出力画像
（要素画像群）

図2: 一般の仮想カメラと開発した仮想IPカメラで取得される画像の違い
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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、今年の8K
試験放送を想定して昨年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6回

22.2ch音声符号化方式とダイアログ制御機能
テレビ方式研究部

杉本 岳大

NHKが開発を進めている8Kスーパーハイビジョンは、8K映像と組み合わせる音響方式として22.2マルチチャンネル
（22.2ch）音響を採用しています。22.2ch音響は、
上中下の三層に配置した24個のチャンネルを利用する音響方式
（図1）
で、聴取者を取り囲む全ての方向からの音を再現することで、あたかもその場にいるような高い臨場感を実現します。
22.2ch音響を伝送するための音声符号化方式には、MPEG-4 AAC*を採用しました。MPEG-4 AACは、22.2ch
音響の25Mbpsの音声信号を約20分の1の1.4Mbpsに圧縮することが可能です。
さらに、放送サービスとしての22.2ch音響の機能性の向上を目指し、番組のナレーションやセリフなどの音声（ダイ
アログ）の音量レベルを受信機で調節したり、ダイアログの差し替えを可能にする制御機能を国内で標準規格化しました。
ダイアログ制御機能に対応した番組（図2）では、
ダイアログチャンネル
ダイアログチャンネルと背景音チャンネルの音量
上層
バランスを受信機で自由に調節できるので、視聴
TpFC
者それぞれの好みや聴取環境に合わせた音量バ
TpFL
TpFR
ランスで聞くことができます。また、ダイアログ
TpC
の差し替え機能は、多言語放送や音声解説放送
TpSiL
TpSiR
などにも応用が可能で、視聴者のニーズに合わせ
TpBL
TpBR
た柔軟な放送サービスの実現も期待できます。
TpBC
技研は、これらの機能を実装した8K符号化装
置を開発し、技研 公開2015で 放 送 衛星による
ダイアログ
中層 チャンネル
伝 送 実 験を行いました。その 結 果、22.2ch音
響を高品質に伝送できるとともに、ダイアログ制
FC
BtFC
FLc
FRc
LFE1
LFE2
FL
FR
御機能が有効であることを確認しました。
BtFL
BtFR
今後は、ダイアログ制御機能に対応した番組
SiL
SiR
下層
制作機器の開発を進めていきます。
*

MPEG-4 AAC（Advanced Audio Coding）：
ISO/IECが標準化した、22.2ch音響に対応した音
声符号化方式

BL

BR
BC

図1：22.2ch音響のチャンネル配置

LIVE

ダイアログ
チャンネル

大

ナレーションを差し替えられる

音量レベル
小

ダイアログ
チャンネル

背景音
チャンネル

背景音
チャンネル

音量バランス変えられる

ダイアログ 1：日本語
差し替えダイアログ 2：英語
差し替えダイアログ 3：解説放送

初期ダイアログ
バランス

放送局

ダイアログが
聞きやすくなる

背景音が
聞きやすくなる
家

庭

ダイアログ
チャンネル

背景音
チャンネル

図2：ダイアログ制御機能の概要
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