
4．伝送技術の研究

1980年代以降の長年にわたるデジタル放送の研究が結実し、2000年12月に衛星デジタル放送とその
ケーブルテレビでの再放送が開始され、2003年12月には地上デジタル放送が開始されることにより、
すべてのメディアがデジタル化された。2011年７月には衛星アナログテレビジョン放送が終了し、地
上アナログテレビジョン放送についても一部地域を除き終了し、2012年３月にはデジタル放送に完全
移行した。2010 ～ 2019年度は、主に次世代の放送としてより高精細な4K・8K放送に向けた大容量伝
送のための研究を推進した。

2013年度以降スーパーハイビジョン放送実現のため、12GHz帯衛星放送の大容量化の研究に取り組
んだ。１つの衛星中継器で現行ハイビジョン放送（伝送方式：ISDB-S（Integrated Services Digital 
Broadcasting - Satellite））の約2倍の100Mbpsの伝送容量を持つ伝送方式ISDB-S3を開発し、制度化、
標準化を経て、2018年12月の本放送開始に至った。また、衛星中継器で生じる非線形歪みを補償する
技術、衛星搭載用高出力固体電力増幅器、送信アンテナ、右左旋共用受信アンテナの研究なども行っ
た。さらに、放送用周波数として割り当てられている21GHz帯を利用した衛星放送に関しても、チャ
ンネル帯域幅300MHzに対応した広帯域伝送方式の研究などを行った。

地上波でも8K放送が実現できるよう、超多値OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）、
偏波MIMO（Multi-Input Multi-Output）、LDPC（Low Density Parity check）符号、NUC（Non-Uniform 
Constellation）などの新しい技術を導入した伝送方式の研究開発を進め、熊本県人吉地区、東京、名
古屋などで野外実験を実施し、伝送特性を評価した。次世代地上放送の研究においては、ATSC3.0の
規格化に参画した。また、5G（第５世代移動通信システム）の標準化プロジェクトである3GPPの会
合に参加し、MBMS （Multimedia Broadcast Multicast Service）規格の放送利用の可能性を調査した。

ケーブルテレビでも8K映像信号を家庭へ配信できるよう、複数搬送波方式を研究開発するととも
に、FTTH（Fiber to the home）により10Gbps級デジタルベースバンド信号を光ファイバーで伝送
する方式や、同軸ケーブルしか敷設していない集合住宅内の棟内伝送においてIP（Internet Protocol）
伝送が可能なDOCSIS（Data Over Cable Service Interface Specifications）規格を活用した伝送方式
の研究を行った。

放送や通信といった伝送路を意識せずコンテンツの利用を可能とするIPベースの新たな多重方式で
あるMMT（MPEG Media Transport）を開発した。MMTにより放送コンテンツと通信コンテンツ
の高精度な同期提示が可能であり、テレビとタブレットなど複数の端末でそれぞれのコンテンツを時
間のずれなく同期制御して提示したり、放送コンテンツを通信で差し替えたり、補完したりする技術
を開発し、デモ等を通じて実証した。

〔高田　政幸〕

4.1 衛星伝送技術
4.1.1 12GHz帯衛星放送

（１）伝送技術
⒤ 高度広帯域衛星デジタル放送方式

衛星放送による新4K8K放送の実現に向けて、従来の
BSデジタル放送の伝送規格であるISDB-S（Integrated 
Services Digital Broadcasting - Satellite）と比較して、約
２倍の伝送容量（100Mbps）を実現する伝送方式の開発
に2013年度から着手し、新しい伝送規格であるISDB-S3

（ISDB-S 3rd generation）を開発した（表4.1）。変調方
式として、従来のPSK（Phase Shift Keying）に加えて、
APSK（Amplitude and Phase Shift Keying）を採用す
ることで、変調シンボルあたりの情報効率を高めること

表4.1　ISDB-S3伝送路符号化方式の概要

項目 内容

変調方式 π/2シフトBPSK，QPSK，8PSK，16APSK，32APSK

誤り訂正方式 内符号：LDPC符号，外符号：BCH符号

誤り訂正 
符号長 44,880ビット

TMCC 変調方式（符号化率）の制御 
多重データフォーマット制御等

フレーム構成 120スロット／フレーム

シンボル 
レート 33.7561 Mbaud

ロールオフ率 0.03

その他

・ TMCC信号を重畳した同期補強バースト信号により同
期性能を改善

・ 信号点配置情報により衛星非線形特性による受信性能
劣化を改善 
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が可能となった。誤り訂正符号としては、内符号を符号
長44,880ビ ッ ト のLDPC（Low Density Parity Check）
符号、外符号をBCH（Bose-Chaudhuri-Hocquenghem）
符号とする連接符号を採用することで、シャノン限界に
迫る伝送性能を実現した。また、帯域制限波形成形フィ
ルターのロールオフ率を0.03とすることで、伝送シンボ
ルレートを従来の28.86Mbaudから33.7561Mbaudに高速
化した。さらに、TMCC（Transmission and Multiplexing 
Configuration Control）信号を重畳した同期補強バース
ト信号を挿入して同期性能を向上し、伝送信号点配置信
号を周期的に送信して非線形歪に対する補償機能を実現
するなど、衛星伝送路における受信性能向上のための機
能を採用した（１）。

以上の技術を適用することで、16APSK（符号化率
7/9）において、最悪月サービス時間率99.7%を満たしな
が ら 伝 送 容 量100Mbpsを 達 成 し た。2014年 度 に は
ISDB-S3に準拠した送受信装置を用いた衛星伝送実験を
実施し、安定した伝送が可能であることを確認した（2）。
更に、ISDB-S3は国内外の標準規格化を経て、2016年８
月に4K8K試験放送が開始され、2018年12月に本放送と
して新4K8K衛星放送が開始された。

この研究は、木村武史、池田哲臣、田中祥次、土田健
一、橋本明記、鈴木陽一、松﨑敬文が主に担当した。

ⅱ 符号化変調技術
伝送容量の拡大を目的として、コンスタレーション上

のシンボルマッピングにおいて、集合分割法に基づく多
値符号化変調方式の研究を行った。本手法は、前段ビッ
トの復号結果に応じて信号点を分割し、最小ユークリッ
ド距離を拡大することで、伝送性能を向上させる方法で
ある。

2014年度に原理確認として、16QAM/32QAMに符号
化変調を適用し、白色雑音下における良好な伝送特性を
計算機シミュレーションで確認した（3）。2015年度から
ISDB-S3を超える多値変調への適用として、64APSKへ
の符号化変調の研究を開始した。伝送路容量を基準とし
た信号点配置と集合分割可能なビット割当ての設計、信

号点に割り当てる各ビットの伝送特性に応じたLDPC
符号化率の最適化を行った。符号化率4/5において設計
した64APSK符号化変調は、衛星伝送規格DVB-S2X

（Digital Video Broadcasting – Satellite Second 
generation Extensions）方式で用いられるグレイマッピ
ングを適用した64APSKを上回る伝送性能が得られるこ
とを計算機シミュレーションで確認した（4）。

2015年度から2017年度まで、16QAM/32QAMおよび
64APSK符号化変調を実装した送信装置と受信装置を試
作した（5）（図4.1）。試作した送信/受信装置を用いて、
64APSK符号化変調（符号化率4/5）により、１つの衛
星中継器（帯域幅34.5MHz）で情報ビットレート約
150Mbpsの8K信号が伝送可能であることを示した。

この研究は、木村武史、田中祥次、土田健一、中村直
義、斎藤恭一、橋本明記、筋誡 久、亀井 雅、小島政明、
鈴木陽一、松﨑敬文、小泉雄貴が主に担当した。

ⅲ 衛星中継器による非線形歪の補償技術
ISDB-S3で採用した変調方式のAPSKは伝送容量の拡

大を図ることができる一方、衛星中継器による非線形歪
が原因で伝送品質劣化がより顕著となる。この歪を地上
局の送信側で補償する技術、および、受信機で補償する
技術の研究を行った。

送信側での歪補償技術は、衛星中継器で発生する非線
形歪みに対して、デジタル信号処理により送信信号に事
前に逆特性をかけて歪を補償することにより、伝送特性
を改善する方法であり、これまでの研究を基にISDB-S3
に準拠した研究を2014年度より開始した。計算機シミュ
レーションにより歪補償技術の動作と改善を示し、提案
手法が有効であることを確認した。2014年度に提案手法
を実装したISDB-S3に準拠する歪補償送信装置を開発し、
12GHz帯模擬衛星中継器を用いた実験により32APSK

（3/4）で所要C/Nが1.6dB改善することを確認した（図
4.2）（6）。

また、受信機で補償する技術は、衛星伝送路特性の逆
特性を受信等化器に組み込む方法であり、2014年度から
2016年度まで研究を行った。等化器を２段に分け、前段

64APSK符号化変調
送信装置

64APSK符号化変調
受信装置

図4.1　64APSK符号化変調送信/受信装置
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等化部では衛星中継器の逆特性を加える補償処理を、後
段等化部では従来の最小二乗誤差に基づく適応等化処理
を行う構成とした。適応等化処理のみの従来の構成と、
提案の構成との性能差を計算機シミュレーションにより
比較し、提案の構成が有効であることを確認した。2016
年度には、提案の等化器を実装したISDB-S3に準拠する
受信装置を開発し、送信装置と組み合わせて伝送実験を
実施して、32APSK（3/4）で所要C/Nが0.3dB改善する
ことを確認した （7）。

この研究は、木村武史、田中祥次、橋本明記、筋誡 
久、亀井 雅、小島政明、鈴木陽一、小泉雄貴が主に担
当した。

（２）衛星放送機器
（ⅰ）12GHz帯高出力固体電力増幅器

衛星伝送特性の更なる向上を目指して、12GHz帯衛星
搭載用増幅器の非線形特性を改善するため、現用の進行
波管増幅器（TWTA：Travelling Wave Tube Amplifier）
と同出力レベルでかつ高い線形性を有する固体電力増幅
器（SSPA：Solid State Power Amplifier）を2014年度か
ら2016年度にかけて開発した（8）。SSPAは、半導体素子
に高出力かつ高効率が得られる窒化ガリウムを使用し、
ドライバーアンプと高出力アンプの２段で構成した（図
4.3）。後段の高出力アンプでは、現用TWTAと同出力
レベルの出力120Wで電力効率31%が得られた。また、
SSPAの非線形特性を補償する12GHz帯アナログリニア
ライザーを開発し、SSPAと組み合わせて16APSK変調
方式による伝送実験を行った結果、TWTAと比較して
所要C/Nが約1dB改善できることを確認した（9）。

これら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
実施した。

以上の研究は、田中祥次、斎藤恭一、筋誡 久、亀井 

雅、中澤 進、小島政明、鈴木陽一、長坂正史、小泉雄
貴が主に担当した。

（ⅱ）衛星搭載用アンテナのサイドローブ低減技術
12GHz帯衛星放送の更なる有効活用を目指して、衛星

中継器の高出力化の検討を2016年度より行った。衛星中
継器の送信電力を高出力化する場合、受信信号電力が上
がるため、受信C/Nの向上が可能となるが、外国領域の
干渉を一定に維持するため、衛星搭載用アンテナのサイ
ドローブレベルを低減する必要がある。低サイドローブ
を可能とする衛星搭載用12GHz帯右旋・左旋円偏波共用
反射鏡アンテナの開発を進めた。給電部としてコルゲー
トホーンアンテナを選定し、2017年度に試作した。アン
テナの放射パターンは設計値と一致し、30dB以上の交
差偏波識別度が得られた。反射鏡として、放送衛星への
搭載性を考慮し、同一の開口径で面積を増加することが
可能となる超楕円形状を適用した。開口径2.5mの超楕
円形状の主反射鏡とコルゲートホーンで構成したオフ
セットグレゴリアンアンテナにおいて、低サイドローブ
が得られるよう主反射鏡の鏡面修整を設計した結果、日
本領土の利得は維持しつつ、外国領土への利得を約3dB
低減する放射パターンが得られた。

以上の研究は、田中祥次、亀井 雅、中澤 進、長坂正
史、横澤真介が主に担当した。

（ⅲ）右旋・左旋円偏波共用受信システム
12GHz帯衛星放送の右旋・左旋円偏波共用受信システ

ムの検討を2013年度より行い、高度広帯域衛星デジタル
放送用受信装置の標準規格であるARIB STB-B63の策定
に寄与した。本規格に準拠した受信アンテナ、衛星コン
バーター、光送受信機を開発し、性能を評価した。さら
に右旋・左旋円偏波を１つのアンテナで受信するための
衛星放送受信用パラボラアンテナを設計し2015年度に開
発した。量産に適した技術を用いて、アンテナ給電部は
出力側で右旋・左旋円偏波の分離可能なホーンアンテナ

図4.3　12GHz帯高出力固体電力増幅器

図4.2　非線形歪補償技術適用時のC/N-BER特性
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で設計し、コンバーター、反射鏡と合わせて電気性能を
評価した。開口効率74%以上、交差偏波識別度26dB以
上、コンバーター雑音指数1dB以下を達成し、ARIB 
STB-B63に適合した（10）。また、将来の21GHz帯衛星放
送も見据えて、給電部を2×2マイクロストリップアレー
アンテナで構成する受信アンテナを2017年度に設計・開
発した（図4.4）。開発した12GHz帯マイクロストリップ
アレーアンテナの電気性能を評価した結果、ARIB 
STB-B63を満足することを確認した（11）。

左旋円偏波を利用する宅内配信システムを想定し、IF
周波数帯を2.2 ～ 3.2GHz帯に追加する配置を2014年度に
検証した。右旋・左旋円偏波を12GHz帯からIF周波数帯
に変換する衛星コンバーター（局部発振器の周波数は右
旋・左旋それぞれ10.678GHz、9.505GHz）を評価し、局
部発振出力の漏洩は-55dBm以下、イメージ妨害抑圧比
は55dB以上を実現した（10）。また、受信設備からのIF周
波数帯の漏洩電波に関して、受信したIF周波数帯の信
号との相関を利用することで、微弱な漏洩基準値が簡易
に測定可能となる装置を2018年度に開発した（12）。

右旋・左旋円偏波のIF周波数帯の光配信を想定し、
開発した光送受信機（図4.5）に50波の変調波信号を入
力して、相互変調歪による干渉の影響を2014年度に評価
した （13）。ISDB-S3信号を被干渉信号としてC/N対BER
測定を行い、光配信による所要C/N劣化は0.2dB以下で
あることを確認した（14）。また2018年度にはPOF（Plastic 
Optical Fiber）を用いた850nm光配信システムにおける
相互変調歪の影響を評価し、同様に所要C/N劣化は
0.2dB以下であることを確認した（15）。これらの結果は、
ARIB STB-B63の改定に反映された。

以上の研究は、田中祥次、土田健一、亀井 雅、中澤 
進、小島政明、長坂正史、岩崎充志、小泉雄貴、横澤真
介が主に担当した。

〔鈴木　陽一、小島　政明〕

4.1.2 21GHz帯衛星放送
（１）伝送技術
（ⅰ）広帯域伝送方式

2012年度から2015年度に実施した総務省の電波資源拡
大のための研究開発「次世代衛星放送システムのための
周波数有効利用促進技術の研究開発」による委託研究に
おいて、21GHz帯広帯域変調器および復調器を試作した。
変調方式はQPSKと8PSK、誤り訂正方式はLDPCとBCH
の連接符号を実装し、シンボルレートで最大250Mbaud
を可能とした（16）。

2017年９月に打上げられたBSAT-4a衛星は、新4K8K
衛星放送に使用される12GHz帯衛星中継器に加え、主に
伝送実験に使用されることを目的とした21GHz帯衛星中
継器（帯域幅300MHz）が搭載された。2018年の技研公
開では、BSAT-4a衛星を利用して8K信号（182Mbps）
と4K信号（30Mbps）を多重した信号の21GHz帯衛星伝
送を実施した（17）。また同年、300MHz級広帯域信号の
21GHz帯衛星伝送特性評価実験を実施した。変調方式

（QPSK、8PSK）およびLDPC符号化率をパラメータと
して、広帯域変調/復調器を直結したIF折り返し、送信
地球局設備で測定した地球局折り返し、BSAT-4a衛星
を経由した衛星折り返しのC/N対BER特性を測定した。
衛 星 折 り 返 し に お け るQPSKの 伝 送 劣 化 量 は1.0dB、
8PSKの伝送劣化量は1.8 ～ 2.2dBであり、本実験により
BSAT-4a衛星で伝送可能な情報ビットレートと所要C/
Nの関係を明らかにした（18）。さらに、21GHz帯衛星放
送のサービス時間率と情報ビットレートの関係を検討し、
QPSKはすべての誤り訂正符号化率で、東京で開口径
1.5mのアンテナで受信する場合、サービス時間率99.5%
以上となることを示した（図4.6）。

21GHz帯衛星伝送でIP信号の伝送を可能とするため、
広帯域変調/復調器にIP信号を入出力するIPインター
フェース装置を2019年度に開発した（図4.7）。IPイン
ターフェース装置は、伝送パラメータ（シンボルレート、
変調方式、符号化率）と変調/復調器から供給されるシ
ンボルクロックをもとにIP信号との変換を行う。イーサ
ネット形式はGigabit Ethernet 1000Base-Tを採用し、最
大1GbpsのIP信号を扱うことを可能とし、これにより
MPEG2-TS伝送のインターフェースとして広く利用されて

図4.4　右旋・左旋円偏波共用マイクロストリップアレーアンテナ外観

図4.5　右旋・左旋円偏波用IF周波数対応光送受信機
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きたDVB-ASI（Digital Video Broadcasting - Asynchronous 
Serial Interface）の伝送可能な最大ビットレート（213Mbps）
を超える信号伝送も可能となった。2019年の技研公開で
は、IPインターフェース装置と広帯域変調/復調器を用
いて8K120Hz映像信号の21GHz帯衛星伝送実験を実施し
た（19）。HEVC映像符号化方式により250Mbpsに圧縮符
号化したIP形式の8K120Hz信号をBSAT-4a衛星により
伝送し、21GHz帯により8K120Hz信号を安定的に伝送可
能であることを示した。

この研究は、木村武史、田中祥次、斎藤恭一、橋本明
記、筋誡 久、横畑和典、亀井 雅、長坂正史、中澤 進、
小島政明、鈴木陽一、岩崎充志、松﨑敬文、小泉雄貴、
阿部晋矢が主に担当した。

（ⅱ）降雨減衰評価
2017年９月に打ち上げられた放送衛星BSAT-4aには

21GHz帯ビーコン送信機が搭載されている。21GHz帯衛
星放送で課題となる降雨減衰の特性評価のため、開口径
1.5mのオフセットパラボラアンテナ（利得48dBi）と衛

星自動追尾装置を組み合わせた受信設備を技研に設置
し（20）、2018年４月よりビーコン信号の観測を開始した。
測定した信号を解析し、初期観測結果から得られた
12GHz帯と21GHz帯の降雨減衰特性はITU-R推定モデル
に近接していることを確認した（21）。

さらに降雨減衰の地域特性を検討するため、2018年度
にNHK福岡拠点放送局、2019年度にNHK沖縄放送局に
降雨減衰モニター局を整備して観測を継続している。

以上の研究は、田中祥次、筋誡 久、横畑和典、亀井 
雅、中澤 進、小島政明、鈴木陽一、長坂正史、岩崎充
志、小泉雄貴、横澤真介が主に担当した。

（２）衛星放送機器
（ⅰ）衛星搭載用広帯域中継器

21GHz帯衛星放送では、21.4-22.0GHzの600MHzの帯
域が割り当てられており、この帯域を2分割した約
300MHzの広帯域中継器でのシングルキャリア伝送を実
現した。2010年度から2011年度にかけて、下側周波数帯

（21.4-21.7Gz）に対応した広帯域中継器のエンジニアン
リングモデル（22）を試作し（図4.8）、宇宙環境での使用
を想定した熱真空試験を行った。低損失かつ低群遅延偏
差の通過帯域特性を有する広帯域中継器を実現できるこ

IPインターフェース装置
（送信側）

IPインターフェース装置
（受信側）

広帯域変調器 広帯域復調器

図4.7　広帯域変/復調器用IPインターフェース装置

図4.6　21GHz帯衛星伝送の情報ビットレート対年間サービス時間率
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とを確認した。
上側周波数帯（21.7-22.0GHz）では、上記の通過帯域

特 性 に 加 え て、 近 接 す る 電 波 天 文 周 波 数（22.21-
22.5GHz）を十分に抑圧する必要がある。2012年度から
2015年度にかけて総務省の委託研究「次世代衛星放送シ
ステムのための周波数有効利用促進技術の研究開発」を
受託し、この抑圧を可能とする出力フィルターを有する
広帯域中継器のエンジニアリングモデルを試作した。
BPF（Band Pass Filter）、BRF（Band Rejection Filter）、
LPF（Low Pass Filter）の３つを連結接続する構成と
することで、良好な通過帯域特性を維持しつつ、電波天
文周波数で約65dBの抑圧を可能とした（23）。熱真空試験
において、異なる温度特性（低温、常温、高温）環境下
でのシングルキャリア（QPSK、8PSK）の伝送性能を
評価した結果、所要C/Nの差は0.2dB以下と良好な性能
が得られることを確認した（24）。

以上の研究は、正源和義、木村武史、斉藤知弘、田中
祥次、斎藤恭一、橋本明記、亀井 雅、中澤 進、小島政
明、鈴木陽一、長坂正史、松﨑敬文、小泉雄貴が主に担
当した。

（ⅱ）衛星搭載用アンテナ
従来の衛星搭載用アンテナでは、反射鏡を鏡面修整す

ることで、日本列島に沿った放射パターンを成形してい
る。2010年度から2011年度にかけて、波長が短くなる
21GHz帯での鏡面修整アンテナ（図4.9）を試作した。
反射鏡は、開口径1.9mとして、軽量で低熱歪特性を有
する炭素繊維三軸織物を用いたメンブレン構造を採用し
た。製造誤差および-170℃から95℃の熱歪みを考慮した
鏡面誤差は0.25mmRMS以下と十分な鏡面精度を達成す
ることができ、良好な放射パターンが形成できることを
確認した（25）。

さらに、日本全国を一定の電力で放射しつつ、電波減
衰が生じている地域には増力した電力で放射するアンテ
ナパターン可変技術の検討を進めた。2012年度から2015
年度にかけて、主反射鏡、副反射鏡、アレー給電部、
BFN （Beam Forming Network）で構成するアレー給電
イメージリフレクタアンテナ（図4.10）を試作した（26）。
アレー給電部は32式のコニカルホーンアンテナ、BFN
は5bit移相器で構成し、位相誤差は7degRMS以下となっ
た。位相を制御することで、全国を均一の利得で放射し
つつ、5dB程度高い利得となる増力ビームを有する放射
パターンの成形を実現した。

この研究は、総務省の委託研究「次世代衛星放送シス
テムのための周波数有効利用促進技術の研究開発」を受
託して実施した。

放送衛星では、12GHz帯中継器と21GHz帯中継器の相
乗りが想定される。このため、21GHz帯中継器のコンパ
クト化に向けて、素子数の低減を行った。2016年度、19
式のコニカルホーンアンテナで構成するアレー給電鏡面
修整反射鏡アンテナを設計した。システム検討を行った
結果、衛星送信出力2.3KW（=120W×19素子）、変調方
式をQPSK（符号化率1/2）とした場合、東京での年間
サービス時間率は99.9%となることを確認した（27）。2018
年度から、交差偏波識別度を向上するため、素子を回転
対称に配置するシーケンシャルアレー構造の検討を開始
した。６式のコニカルホーンアンテナで構成するアレー
給電鏡面修整反射鏡アンテナを設計し、27dB以上の交
差偏波識別度で国内の主たる地域に約37dBiの利得が得
られることを確認した

以上の研究は、正源和義、木村武史、斉藤知弘、田中
祥次、斎藤恭一、橋本明記、亀井 雅、中澤 進、小島政明、
鈴木陽一、長坂正史、松﨑敬文、小泉雄貴が主に担当した。

図4.9　21GHz帯鏡面修整アンテナ 図4.10　21GHz帯アレー給電イメージリフレクタアンテナ
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（ⅲ）受信アンテナ
21GHz帯受信アンテナの電気特性を検証するため、

2010年度から2013年度まで、12GHz帯受信アンテナと同
様の構成で21GHz帯パラボラアンテナの試作と評価を
行った。反射鏡が繊維強化プラスチックの場合、従来１
枚の金属メッシュを２枚とすることで、70%を超える開
口効率が得られることを確認した（28）。

12GHz帯と21GHz帯の衛星放送を１つのパラボラアン
テナで受信するため、12/21GHz帯偏波共用受信アンテ
ナの開発を2016年度から本格的に開始した。マイクロス
トリップアンテナを用いる構造として、12GHz帯と
21GHz帯ではアンテナ基板厚の最適値が異なるため、積
層基板を適用した。2017年度に４素子マイクロストリッ
プアレーアンテナを設計し、パラボラアンテナを構成し
た場合の放射パターンをシミュレーションして、実現の
見込みを得た（29）。設計したマイクロストリップアレー
アンテナ（図4.11）を2018年度に試作し、50cm反射鏡
と組み合わせることで、利得は12GHz帯で34dBi以上、
21GHz帯で36dBi以上、交差偏波識別度は両帯域で20dB
以上の性能を実現した（30）。

以上の研究は、田中祥次、筋誡 久、亀井 雅、中澤 進、
小島政明、長坂正史、岩崎充志が主に担当した。

〔鈴木　陽一、小島　政明〕

4.2 地上伝送技術
4.2.1 地上デジタルテレビジョン放送の受信改善技術

（１）干渉除去技術
地上デジタル放送の送信所の設置が進むにともない、

受信電界が十分高いにも関わらず、同一チャンネル干渉
によって受信不能となるケースが発生しており、この対
策としてサービスエリアにおける一般家庭での受信向け
に、簡易な構成で劣悪な受信環境でも干渉除去効果を得
ることができるアダプティブアレーによる干渉除去装置
の開発を行った。2010年度はそれまでに開発した伝送路
歪みを含む再変調時間領域信号を参照信号とするPre-
FFT型のアダプティブアレー技術の実用化対応を行っ

た。IC化した信号処理部を搭載し、アンテナ直下のブー
スター部と宅内の電源部で周波数変換を行うことで１本
の宅内配線ケーブルでも使用可能とするブースタータイ
プの小型干渉除去装置を試作し、技研公開で展示した。
この他、信号処理部をFPGAで構成した試作装置を用い
て各地の放送局からの要請に基づき受信不良が発生して
いる地域において本技術を用いた野外実験を行い、効果
的に干渉を抑圧し、受信可となることを確認した（31）。

具体的には、広島県庄原市の自主共聴「田野河内」、
北海道中川郡幕別町途別地区および、静岡県賀茂郡西伊
豆町付近で野外実験を実施した。田野河内の実験では、
芸北八幡局からの混信を受けている安芸千代田局の放送
波の受信と、浜田局からの混信を受けている三次局の放
送波の受信に干渉除去装置を適用し、全てのチャンネル
が受信できるようになることを確認した。幕別町の実験
では、受信障害の原因が、当初、デジタル放送同士の混
信であるとされていたが、現地調査の結果、山岳反射に
よるガードインターバル（GI）越えマルチパス波が原
因であることが判明し、干渉除去装置を適用することで、
改善効果が得られることを確認した。また、到来角度拡
がりが大きい干渉波に対しては、受信アンテナの設置間
隔を狭くし、広い角度範囲に対して干渉抑圧効果を得る
方法が有効であることを確認した。西伊豆町付近での実
験では、静岡局の放送波の受信に、浜松局や藤枝局の放
送波がGI越えマルチパス波として妨害を与えている受
信環境において、干渉除去装置を適用することにより改
善効果が得られることを確認した。

一方、放送波中継用補償器で実用化済みのPost-FFT
型のアダプティブアレーを、低D/Uのマルチパス環境
が想定されるサービスエリアでの受信にも適用できるよ
うにするため、周波数領域の重み係数に逆数フィルタ処
理を追加する信号処理アルゴリズムの改善（32，33）（図
4.12）を行い、試作装置の開発を進めた。

この研究は、渋谷一彦、濱住啓之、竹内知明、蔀 拓

図4.12　SFN環境における干渉除去特性（マルチパスD/U特性）

図4.11　12GHz/21GHz帯共用マイクロストリップアレーアンテナ
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也が主に担当した。

（２）ガードインターバル越えマルチパス等化技術
地上デジタル放送の受信におけるガードインターバル

（GI）越えマルチパス妨害の対策として、複数シンボル
期間にわたるOFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing） 信 号 を 一 括 し てFFT（Fast Fourier 
Transform）し、周波数領域でマルチパス等化を行う技
術を検討し、等化回路の小型化とそれを内蔵した地上デ
ジタル放送用セットトップボックス（STB）の開発を進
めた（図4.13）。

2010年 度 は 開 発 し たGI越 え マ ル チ パ ス 等 化 装 置
（STB）を用いて、西伊豆町など実際に受信障害が発生
しているエリアやケーブルテレビの受信点で実験を行い、
GI越えマルチパス等化技術の性能を評価するとともに、
改善効果を確認した（34）。

また、特に多数の山岳反射波が受信される環境（マル
チパス波の遅延拡がりが非常に大きい環境）における等
化特性を改善するため、時間領域でのチャンネル推定に
おけるリーク処理を適応的に行うアダプティブリークを
導入し、装置化を行った（35，36）。さらに野外実験で取得
した受信信号を用いた室内再現実験により、その有効性
を確認した。

この研究は、斉藤正典、渋谷一彦、濱住啓之、竹内知
明、田口 誠、蔀 拓也が主に担当した。

（３）移動受信改善技術
地 上 デ ジ タ ル 放 送ISDB-T（Integrated Services 

Digital Broadcasting - Terrestrial）伝送方式では、移
動・携帯端末向けのワンセグサービスと固定受信向けの
ハイビジョン放送を、１つのチャンネルで同時に放送す
ることができる。移動受信時には、ワンセグの受信が適
しているが、車載端末のディスプレーは、携帯端末より
もサイズが大きいため、より高精細な映像が見られるよ

う、固定受信向けのハイビジョン放送を車などの移動体
でも安定して受信できるような研究を放送開始当初から
2010年度まで行った。

移動受信には、空間的に離した複数のアンテナによっ
て受信した信号を最大比合成するスペースダイバーシ
ティー（SD）受信が効果的であり、２本の受信アンテ
ナを用いたSD受信が可能な車載受信機が本放送開始後
の本格的な普及時期である2005年から市販され、その後、
４つの受信アンテナを利用した4Br-SDによる受信機も
市販された。技研ではより広いエリアで受信できるよう
に研究を継続しており、2010年度は8Br-SD受信技術と、
畳み込み符号とリード・ソロモン符号を繰り返し復号す
る誤り訂正技術の２つの技術を利用した試作受信装置を
用いて、室内伝送実験による特性改善効果や野外移動受
信実験による受信エリア拡大効果の確認を行った。従来
の4Br-SD受信技術と比較し、繰り返し復号8Br-SD受信
技術は、移動受信環境（室内および野外実験）において
5～8dB程度の特性改善が可能であることを確認した（37）。
また、東京タワーから発射されたNHKデジタル総合の
電波を関東の主要一般道で移動受信した結果、受信でき
る範囲が37 %広がることを確認した（38,39） （図4.14）。

この研究は、高田政幸、岡野正寛、成清善一が主に担
当した。

〔竹内　知明、宮坂　宏明〕

図4.13　マルチパス等化機能を有するセットトップボックス

図4.14　関東地域の主要一般道における受信特性

4Br-SD，繰り返し復号型 8Br-SDともに受信可
繰り返し復号型 8Br-SDのみ受信可
4Br-SD，繰り返し復号型 8Br-SDともに受信不可
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4.2.2 ISDB-Tの応用システム
（１）VHF-Low帯マルチメディア放送

VHF帯のテレビジョン放送用周波数90 ～ 108MHz（１
～３チャンネル）及び170 ～ 222MHz（４～ 12チャンネ
ル ） の 利 用 に つ い て、2011年 ７ 月25日 以 降、90 ～
108MHzは テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 以 外 の 放 送、170 ～
205MHzは災害救援用の自営通信システムを想定した公
共移動業務及び一般移動業務、205 ～ 222MHzはテレビ
ジョン放送以外の放送に割り当てられることとなった。
技研では、2008年度からVHF-Low帯マルチメディア放
送方式の研究開発を開始した。2010年度以降は、このマ
ルチメディア放送の実現可能性を検討するため、VHF-
Low帯の伝送特性、蓄積受信機能、小型受信端末、携帯
受信アンテナなど、それぞれの観点で2010 ～ 2012年度
に研究を行った。

VHF-Low帯を利用する携帯端末向けマルチメディア
放送の野外伝送実験を行うため、2010年７月に技研の屋
上にVHF-Low帯の実験試験局を開設した。2010年度は、
リアルタイム型放送の受信エリアの検証、データカルー
セルを用いた蓄積型放送の伝送方式の検討および蓄積受
信特性の評価を行った。リアルタイム型放送の受信エリ
アについては、都市部を想定した移動受信の回線設計の
検証のため、VHF対応試作受信装置を用いた野外実験
によりTSパケットの正受信率を求め（40）、また外来雑音
を測定し、その影響も検討した。データカルーセルによ
る蓄積型放送については、移動受信環境における蓄積受
信特性を調査するため、DDB（Download Data Block）
のブロックサイズとコンテンツのサイズをパラメータと
して再送回数と蓄積の成功率の関係を室内実験等により
検討した（41，42）。蓄積型放送の受信動作の確認のため、
2009年度に試作した小型受信装置に、ニュースの項目ご
との蓄積、天気予報など最新情報での上書き更新、ドラ
マのシリーズ予約などコンテンツの種類に応じて蓄積動
作を指示する情報に従って受信機動作を制御する仕組

み（43）を追加実装した（図4.15）。また、VHF-Low帯に
対応する携帯受信機用小型アンテナの研究を行った。折
り返し型方形ループアンテナ構造を適用しグランド板と
筐 体 を 利 用 し て 低 周 波 数 化 し、 試 作 し た100mm×
170mmのアンテナを使用して野外実験で動作を検証し
た（44）。

2011年度は、移動受信エリアを拡大する目的で、時間
インターリーブ長の拡大、ビタビ復号とリード・ソロモ
ン復号を繰り返して復号処理する誤り訂正機能、空間ダ
イバーシティー機能を実装したVHF対応機能試験用受
信装置を試作し室内実験で改善量を確認した（図4.16）。
さらに、VHF-Low帯の実験試験局を用いて野外実験を
行い、効果を検証し、室内実験と同等の改善量を確認し
た（45）。また、2011年12月に小田原FM送信所にFM中継
放送局と同じ送信出力100Wの３セグメント幅のVHF-
Low帯の実験試験局を技術局と連携して開設しFM放送
との比較実験環境を構築して評価を実施した。

2012年度は、小田原に設置した実験試験局を用いて、
移動受信実験を実施し、回線設計で用いるパラメータの
うち、所要の受信電界強度、アンテナ高補正値、FM放
送の受信に及ぼす影響を評価（46）するとともに、FM放
送のサービスエリアとの比較を実施し、変調方式が
16QAM、符号化率が1/2で、セグメント当たりの送信
電力がFM放送波より5dB低い条件において到達範囲が
等しくなることを確認した。

この研究は、黒田 徹、中原俊二、高田政幸、岡野正
寛、実井 仁、中村円香、成清善一、九鬼孝夫、小郷直
人、長坂正史、田中祥次、正源和義が主に担当した。

図4.16　VHF対応機能試験用受信装置におけるCN比とESRの関係 
（キャリア変調：QPSK、内符号化率：2/3）

図4.15　蓄積動作を実装した小型受信装置

20

15

10

5

0
0 5 10 15

C/N（dB）

改善量8.9dB

ES
R（
Er
ro
ne
ou
s 
Se
co
nd
 R
at
io
）［
%
］

最大ドップラー周波数 3Hz（時速30km@100MHz）

繰り返し
復号
0.6dB

空間ダイバー
シティ
5.6dB

時間ILの
拡張
2.7dB

l=4，ite=0，1Br　  　　l=32，ite=3，2Br
l=32，ite=0，1Br　　　l=32，ite=0，2Br-SD

64



（２）エリア放送型システム
地上テレビジョン放送で使用しているUHFテレビ放

送波帯において、地理的、時間的、空間的に空いている
ところをホワイトスペースとして有効活用するという考
え方について、技研ではホワイトスペース利用システム
のうちエリア放送型システムについて、地上テレビジョ
ン放送との周波数共用条件、干渉波の検出手法、エリア
放送の活用手法について、2011 ～ 2013年度に検討を進
めた。

2011年度は、情報通信審議会ホワイトスペース活用放
送型システム作業班に参加し、UHFのテレビ放送波帯
でのホワイトスペース利用システムの一つとして、地上
テレビジョン放送の伝送方式を利用したエリア放送型シ
ステムの技術条件を検討した。その中で、エリア放送型
システムから地上テレビジョン放送への干渉の保護基準
について、従来の放送波間の混信保護比ではなく、新た
に干渉波電力耐雑音電力比（I/N）の考え方を導入し、
I/Nが-10dB以下（雑音電力の上昇が0.5dB以下）とする
保護基準が定められた。

また、ホワイトスペースを利用したエリア放送型シス
テムの置局可能性を検討する目的で、エリア放送型シス
テムから地上テレビジョン放送への干渉レベルを計算す
る干渉検討シミュレーションソフトウェアの開発を進め、
技術的条件で定められた保護基準を用いて、出力条件な
どの違いによる利用可能局数などを検討した。

さらにエリア放送型システムなどの干渉波が保護基準
を満足するか確認するため、熱雑音以下の信号強度を測
定する手法を検討した。信号形式がISDB-Tの場合を想
定した低レベルISDB-T信号検出装置を試作（47）し、室
内及び野外実験を実施して測定手法の有効性を検証した。

加えて、総務省「新たな電波の活用ビジョンに関する
検討チーム」の「ホワイトスペース特区」先行モデルと
して選出された被災地におけるエリア限定ワンセグの活
用実験に向け、2011年９月に愛知県の鍋田ラジオ放送所

に出力１Wのエリア放送実験試験局（ISDB-T伝送方式
準拠）を開設し、エリア放送型システムが地上テレビ
ジョン放送へ及ぼす影響を調査するための伝送基礎実験、
および、被災地情報収集送出システムの検討と開発を進
めた。

2012年度は、愛知県の鍋田ラジオ放送所に開設したエ
リア放送実験試験局を用いて、実験試験局から到来する
信号のレベルが熱雑音以下となる遠方地区にて低レベル
ISDB-T信号検出装置の実用性を検証した（48）。また、受
信レベルの測定誤差を軽減する周波数誤差の精密推定機
能（49）を追加した低レベルISDB-T信号検出アルゴリズ
ムを市販のシグナルアナライザーへ実装した。さらに、
総務省「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チー
ム」のホワイトスペース特区先行モデルとして選ばれた

「被災地におけるエリア限定ワンセグの活用実験」に向
け、自治体などがエリア放送を使用して災害関連情報を
提供することを想定し、情報収集装置とワンセグ送信装
置から構成される被災地情報収集送出システムを試作
し（50）（図4.17），2013年度に実験試験局を用いた実証実
験を実施した（51）。

この研究は、黒田 徹、中原俊二、高田政幸、岡野正
寛、実井 仁、中村円香、成清善一が主に担当した。

（３）マルチバンドISDB-Tシステム
地上テレビジョン放送のチャンネル帯域幅は、世界的

に6MHz、7MHz、8MHzがある。日本が開発し、世界
標準規格として勧告されているISDB-Tは、勧告ITU-R 
BT.1306のSystem Cに記載されており、それぞれの帯域
幅に対応した伝送パラメータが規格化されている。日本
の放送チャンネル帯域幅は6MHzであるため、6MHz帯
域幅用変調器や受信機が開発され、実用化されている。
また、ISDB-Tは2020年５月時点で中南米を中心に世界
19 ヶ国（日本を除く）で採用されているが、主に6MHz
帯 域 幅 の 国 で あ る。 ア ジ ア、 ア フ リ カ な ど7MHz、

図4.17　被災地情報収集送出システム
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8MHz帯域幅の国でのISDB-Tの採用を目指し、いずれ
の帯域幅でも受信可能なマルチバンドの小型軽量な
ISDB-T受信機（セットトップボックス）（図4.18）を開
発した。

2010年度は、開発した受信装置の受信性能と耐干渉特
性を室内で評価し（52）、評価結果を勧告ITU-R BT.1368
に追加するとともに、地上テレビジョン放送方式として
ISDB-Tの採用に関心のある国に向けて紹介した。

この研究は、黒田 徹、高田政幸、古田浩之、横畑和
典、成清善一が主に担当した。

〔岡野　正寛〕

4.2.3 次世代地上デジタル放送
（１） 大容量伝送技術・人吉実験

地上波によるスーパーハイビジョン放送の実現に向け
て、2007年度から次世代の地上デジタル放送の研究開発
を開始した。2010年度以降は、ISDB-Tをベースに伝送

容量の拡大を目的として、変調多値数の拡大、直交偏波
多重MIMO （Multiple-input Multiple-output）、周波数イ
ンターリーブのストリーム間への拡大、誤り訂正符号と
し てLDPC （Low Density Parity Check） 符 号 の 適 用、
バ ル ク 伝 送、STC-SFN （Space Time Code – Single 
Frequency Network）等の要素技術の検討（53-55）を進め、
2013年度以降熊本県人吉地区での野外実験で検証した。
本節では、2013 ～ 2017年度に実施した人吉地区での実
験システムと実験内容などについて記載する。

熊本県人吉地区に設置した実験試験局（表4.2）を利
用し、上記要素技術を適用した伝送システム（以下、人
吉実験システム）による地上波伝送実験を2013年11月に
開始した。

2014年１月に人吉実験試験局のみを利用し、世界初と
なる8K映像信号の長距離地上波伝送実験を実施した。
MPEG-4 AVC/H.264方式で91Mbpsに圧縮した8K映像信
号の変調波を人吉実験試験局からUHF 46chで送信し、
約27km離れた熊本県球磨郡湯前町の地点（湯前町の施
設：湯前町農村環境改善センター）で受信して、現行の
地上テレビジョン放送（ISDB-T）のサービスエリアと
同等の伝搬距離においても安定して伝送できることを確
認した（56）（図4.19）。また、人吉実験試験局の計算電界
強度が60dBµV/m以上となるエリア内において、電界強
度のほかに遅延プロファイル、周波数特性などの伝搬路
特性、受信電力対ビット誤り率特性などを測定し、人吉
実験システムの所要電界強度などを把握した（57）。なお、
8K映像信号の長距離地上波伝送実験については関係者
に公開し、総務省関係者、有識者、放送事業者の技術者
など合計120名が参加した。当時は新4K8K衛星放送の
伝送方式であるISDB-S3がARIB標準規格として策定さ

図4.18　試作したマルチバンド対応小型ISDB-T受信機

表4.2　実験試験局の概要

項目 人吉実験試験局 水上実験試験局

変調方式 OFDM

信号帯域幅 5.57MHz

キャリア変調 BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM，1024QAM，4096QAM

FFTサイズ 8k，16k，32k，64k

ガードインターバル 1/8，1/16，1/32

誤り訂正符号
内符号：LDPC（符号化率=2/3，3/4，5/6）

外符号：BCH

送信周波数 671.142857MHz（UHF 46ch）

偏波 水平偏波および垂直偏波

送信電力 各偏波10W 各偏波3W

送信高 海抜632m 海抜1080m

送信場所 熊本県人吉市 
（NHK人吉テレビ中継局に併設）

熊本県球磨郡水上村 
（NHK水上テレビ中継局に併設）

実験試験局の運用開始 2013年11月 2015年3月

実験試験局の廃止 2018年12月 2018年12月

下線は、世界初の8K映像信号の長距離地上波伝送実験で使用した伝送パラメータ
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れる前であり、わずか6MHzの周波数帯域幅で地上波に
よる8K映像信号の長距離伝送に成功したため、放送技
術関係者から注目を集めた。

また、移動する車内での視聴を想定し、４ブランチス
ペースダイバーシティ受信による野外移動受信実験を実
施した。NHK人吉テレビ中継局から送信されるハイビ
ジョン（2K）放送を移動する車内で誤りなく視聴でき
るエリア（移動受信可能エリア）と人吉実験システムの
移動受信可能エリアとを比較する実験を行った（58）。

2015年３月から、周波数を有効に利用できるSFN技術
の実験も開始した。人吉実験試験局に時間軸方向に符号
化するSTC技術を導入したSTC-SFN（59）対応変調器を設
置して、２組のIF（Intermediate Frequency）帯の変調
器出力信号のうち、１組を人吉実験試験局からUHF 46ch
で送信し、もう１組をIF-TTL（Transmitter to Transmitter 
Link） （60）にて約38km離れた水上実験試験局に送り、水
上実験試験局からUHF 46chで送信することとした。

２つの実験試験局の送信波が到来するエリア内の代表
３地点において、STC-SFNの受信特性と符号化せず同
一の変調波を２局から送信するSFN（以下、従来SFN）
の受信特性とを比較する実験を行った。STC-SFNは、
従来SFNと比較して所要受信電力が最大で3dB改善し
た（61）。また、地点数を５に増やして、各地点で取得し
たチャンネル行列から固有値を算出し、さらにチャンネ
ル容量を求めた。固有値の帯域内分散値を比較したとこ
ろ、送信ダイバシティ効果によって、STC-SFNは従来
SFNに比べて小さくなった。また、チャンネル容量を比
較したところ、STC-SFNは従来SFNと比べて拡大し
た（62）。

さらには、周波数軸方向に符号化するSFC（Space 
Frequency Coding）技術を導入したSFC-SFNを追加し、
２つ実験試験局の送信波が到来するエリアの代表17地点
で３種類のSFN方式の受信特性の比較実験を行った。
STC-SFNおよびSFC-SFNは、従来SFNと比較して所要

受信電力がそれぞれ平均で約2dB改善した。また、SFC-
SFNはSTC-SFNと同等の受信特性であった（63）。なお、
2016年２月に韓国とブラジルの研究開発者や放送事業者
の送受信技術担当者など合計27名に対して、SFN伝送実
験のデモンストレーションを行い、現行の放送ネット
ワークにおけるSFN難視などの受信課題状況をふまえ、
開発したSFN技術の次世代地上テレビジョン放送への適
用について議論した。

2016年11月に、新4K8K衛星放送の映像圧縮符号化方
式HEVC とSTC-SFNとを組み合わせた8Kスーパ―ハイ
ビジョンSFN伝送実験（総合接続試験）を実施した。
HEVCで 約80Mbpsに 圧 縮 し た8K映 像 信 号 とMPEG-4 
AACで約2.5Mbpsに圧縮した32チャンネル（22.2チャン
ネル、5.1チャンネルおよび２チャンネル）音声信号を
MPEG-2 TS方式で多重した信号の変調波をそれぞれの
実験試験局からUHF 46chで送信し、人吉実験試験局か
ら約18km、水上実験試験局から約20km離れた熊本県球
磨郡あさぎり町の地点（あさぎり町の施設：あさぎり町
農村女性の家）で受信した。受信点において、誤りなく
表示・再生できることを確認した（64）（図4.20）。なお、
この実験を関係者に公開し、総務省関係者、有識者、放
送事業者の技術者、受信機メーカーの技術者など合計64
名が参加した。

2016年12月から2017年２月にかけて、人吉実験試験局
のみを使用した多地点測定による所要電界強度の測定を
実施した。2014年に実施した測定結果と合わせた64地点
における、偏波間電界強度比（水平偏波の電界強度と垂
直偏波の電界強度の比の絶対値）と所要電界強度などを
分析し、人吉実験システムを放送方式に適用する場合の
放送ネットワークの回線設計に資する基礎データとして
まとめた。偏波間電界強度比については、累積分布の
50%を示す電界強度比と90%を示す電界強度比で評価し
た結果、50％値は1.1dB、90%値は3.4dBであった。所要
電界強度については、中央値で評価した結果、256QAM

図4.19　世界初の8K映像信号の長距離地上波伝送実験

実験試験局の伝送システム　
　・　変調方式4096QAM（超多値変調技術） 
　・　2つの偏波を利用（偏波MIMO技術）
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の場合で44.0dBµV/m、1024QAMの場合で48.9dBµV/m、
4096QAMの場合で54.3dBµV/mであった（65）。多地点測
定を実施した期間のうち39日間について、二か所で定点
観測を並行して実施した。水平偏波の受信電力、垂直偏
波の受信電力およびそれらの合計の受信電力について、
時間変動を評価するために累積分布を求めた。累積分布
の50%を示す受信電力と1%を示す受信電力の比を時間
変動の大きさとして評価した結果、単一偏波の場合で最
大1.1dBであり、両偏波の合計の受信電力値で最大0.7dB
であった（66）。

2017年11月から12月にかけて、IP（Internet Protocol）
回線を使ってXMI（eXtensible Modulation Interface）
パケット（67）を伝送し、SFNを構成するための基礎実験
を実施した。人吉実験試験局においては、再多重化装置
を新たに設置し、再多重化装置の出力信号であるXMI
パケットを変調器に入力するとともにIP回線で水上実験
試験局へ配信した。水上実験試験局においては、受け
取ったXMIパケットを新たに設置した変調器に入力し
た。それぞれの変調器で生成された変調波を同じ周波数

（UHF 46ch）で送信し、２つの実験試験局の送信波が
到来するエリアに受信点を設置した。受信点において、
誤りなく映像伝送できることを確認するとともに、２局
の送信波の到来時間差を観測することにより、変調器が
有する送信タイミングの制御機能の動作を確認した（68）。

この研究は、渋谷一彦、池田哲臣、斉藤知弘、中原俊
二、土田健一、岡野正寛、村山研一、大槻一博、竹内知
明、中村円香、成清善一、齋藤 進、白井規之、蔀 拓也、
朝倉慎吾、宮坂宏明、河村侑輝、佐藤明彦、山上悠喜、
永田裕靖、井地口朋也が主に担当した。

なお、この研究は、総務省の委託研究「周波数有効利
用に資する次世代放送基盤技術の研究開発」（2013年度）
ならびに「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」（2014 ～ 2016年度）を受託して実施し
た。

 
（２）地上放送高度化方式

地上波による4K･8K放送についての研究開発は、2015
年度から実現に向けて以下の制約が伴うことを前提とし
た第２フェーズへと歩みを進めた。

-　家庭での受信環境を変更しないこと
-　送信ネットワークの設計が比較的容易であること
-　送信コストを抑えること
すなわち現行地上デジタル放送と同程度の所要受信電

界強度で放送エリアを構築すること、および送受信にそ
れぞれ一つのアンテナを用いれば良いSISO（Single-
Input Single-Output）技術を用いることを基本として研
究開発を進めた。

（ⅰ）次世代地上放送暫定方式
上記の前提を踏まえ、放送サービスの高品質化および

高機能化に向けて、次世代地上放送の放送方式の暫定的
な仕様の策定を進め、次世代地上放送暫定方式としてま
とめた。仕様策定にあたっては、現行方式である
ISDB-Tの利点を継承しつつ最新の技術を取り入れ、よ
り周波数利用効率が高く、大容量で伝送耐性に優れた方
式となるように留意した。

暫 定 方 式 に お け る 伝 送 路 符 号 化（ 図4.21） で は、
OFDMセグメントの分割数をISDB-T方式の14から36へ
増やし、このうち35セグメントを信号伝送に用いている。

図4.20　2016年11月に実施した総合接続試験の概要
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セグメント分割数を増やすことで固定受信と移動受信の
帯域割り当ての柔軟性が向上するほか、6MHzの13/14
を用いるISDB-T方式に比べて、35/36を利用する地上放
送高度化方式は、ガードバンドの削減により伝送容量を
約５%増加できる。また全35セグメントのうち中央９セ
グメントを、部分受信を行う帯域（以下、部分受信帯
域）としている。ISDB-Tのワンセグ（0.43MHz）と比
べると、部分受信帯域の帯域幅は3.5倍（1.50MHz）に
拡大している。FFTサイズについても、ISDB-T方式は
8,192ポイントで運用されているが、地上放送高度化方
式では、最大でその４倍となる32,768ポイントまで利用
可能とした。また、FFTサンプルクロックは、ISDB-T
方式の7/9倍に低減している。FFTサイズの拡大やFFT
サンプルクロックの低減により、OFDMの有効シンボ
ル長を長くすることで、伝送シンボル全体の時間長に占
めるガードインターバルの比率は小さくなり、伝送容量
を拡大することができる（69-72）。前節の人吉実験システ
ムは、固定受信において8Kの大容量伝送のための要素
技術を野外実験で検証するシステムであったが、暫定方
式はISDB-Tの特徴を継承し、セグメント数の変更、部
分受信帯域など帯域幅の変更、LDPC符号の採用など、
伝送パラメータの柔軟性と伝送特性を向上させたシステ
ムとしている。

2016年度は、固定および移動体向けのサービスを一つ

のOFDM変調波に多重する階層伝送方式の詳細な仕様
の設計を行うとともに、仕様に基づく変復調装置を試作
した。移動受信階層に対して、周波数インターリーブの
改善および電力ブースト機能の追加を行い、それらの有
効性を検証した。移動受信用にパイロット信号配置の最
適化を行い、現行方式のISDB-Tと比較して受信所要C/
Nが改善し、速度耐性が向上することを確認した。また
誤り訂正符号はLDPC符号とBCH符号を用い、３種類の
LDPC符号長を用意した。最も長い符号長（約260k[bit]）
のものは、長い符号を効率的に生成可能で復号性能が良
い空間結合LDPC符号を採用した。

（ⅱ）地上放送高度化技術の研究開発
総務省の委託研究「地上テレビジョン放送の高度化技

術の研究開発」（2016 ～ 2018年度）を受託し、暫定方式
を高度化する取り組みを進めた。なお、この研究は、ソ
ニー株式会社、パナソニック株式会社、学校法人東京理
科大学および株式会社NHKアイテック（現在、株式会
社NHKテクノロジーズ）と共に受託し、連携して実施
した。

暫定方式の詳細設計を進めるとともに、LDPC符号の
設計、階層伝送方式の検討、TMCC（Transmission and 
Multiplexing Configuration and Control）伝送方式の見
直し等を行い、地上放送高度化方式へと発展させた。
LDPC符号については、符号長69,120ビット（Long符
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図4.21　暫定方式の伝送路符号化部
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号）、符号長17,280ビット（Short符号）の符号を新規に
設計した。符号化率が低い符号にはそれに適した構造

（MET; Multi Edge Type）を用いた結果、Long符号・
Short符号ともに全ての符号化率（2/16 ～ 14/16）の符
号についてATSC3.0と同等以上の性能であることを確認
した （73）。

2017年度に変復調装置を試作し、2018年度に室内実験
により伝送特性を評価した。高度化方式はLDPC符号や
不均一コンスタレーションの導入による高耐性化と新た
な信号構造による伝送容量の増加により、現行地上デジ
タル放送ISDB-Tと比べて、同じ所要C/Nでは伝送容量
を約10 Mbps増加でき、同じ伝送容量では所要C/Nを約
7dB低減できることを明らかにした （図4.22）（74，75）。

（ⅲ）大規模実験の環境構築
総務省の委託研究で、東京地区および名古屋地区に親

局規模の実験試験局の環境を整備した。2017年度は、東
京地区については実験試験局で使用する送信装置の設計
および送信空中線の製作を、名古屋地区については親局
規模の実験試験局と中継局規模の実験試験局の2局の設
計および親局の送信空中線および中継局の送信装置の製
作を実施した。

両地区の大規模実験では、現行の地上テレビジョン放

送より帯域幅を拡張した信号を用いる予定としていたた
め、帯域幅を拡張した信号による現行地上テレビジョン
放送への同一チャンネル混信および隣接チャンネル混信
の許容値を室内実験により確認した。異なる15種類の地
上テレビジョン放送受信機に対して、地上テレビジョン
放送信号を希望波、帯域幅を拡張した高度化方式の信号
を妨害波として入力し、希望波と妨害波の許容できる電
力差を確認した（76）。

また、両地区の免許取得に向けた取組みとして、各地
域の地上デジタル放送技術連絡会を通じて、関係する放
送事業者に実験試験局の送信諸元と地上テレビジョン放
送への影響について事前に説明し、送信諸元の了承を得
た。2018年秋の電波発射を目標に、所管する総合通信局
へ実験試験局免許を申請した。実験試験局の電波が既存
の他の無線局等に影響を与えないことを確認しながら、
約1か月の期間で送信電力を段階的に増力した。東山お
よび鍋田実験試験局については2018年11月に、芝実験試
験局については2018年12月に免許状が交付された。免許
状交付日以降、2017年度に開発した高度化方式の変復調
装置を用いて野外実験を実施した（図4.23）（77，78）。

（ⅳ）大規模実証実験
地上放送高度化方式の受信特性を評価するため、芝実

図4.22　地上放送高度化方式の所要C/Nと伝送容量の関係
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験試験局のエリア内の26地点で大規模野外実験を実施し
た。各地点では、地上放送高度化方式の実験電波を受信
して、伝搬路特性と受信特性を測定した。所要受信電力
は、外符号であるBCH符号復号後に擬似エラーフリー

（QEF; Quasi Error Free）となるために必要な、内符号
であるLDPC符号復号後のBERが1×10-7を下回る最小の
受信電力と定義した。可変減衰器を用いて受信電力を調
整し、LDPC符号復号後のBERの変動を観測することで、
所要受信電力を測定した。ただし、SISO伝送では水平
偏波の受信電力、MIMO伝送では水平偏波と垂直偏波の
平均受信電力を基準とした。ISDB-Tと同じキャリア変
調・誤り訂正符号化率のパラメータ、ISDB-Tと所要CN
比が同等なパラメータ、ISDB-Tと所要CN比が同等な
MIMO伝送のパラメータを用いた。送信信号はISDB-T
と同様に移動受信用と固定受信用の階層を設ける２階層
構造とし、各地点では固定受信用階層の受信品質を前述
した３種類の変調パラメータについて測定した。測定を
行った全ての地点において全パラメータでQEFを達成
した。所要受信電力の最小値は室内実験で測定した所要
受信電力と同等であり、設計した伝送路符号化技術の性
能が実際の電波伝搬環境においても得られることを確認
した（79，80）。

名古屋地区では親局と中継局を用いてSFN受信実験を
実施した。東山実験試験局を親局（希望局）、鍋田実験
試験局をSFN局として、希望波とSFN波の到来角度が異
なる６つの測定点において測定を実施した。希望局と
SFN局の受信電力比であるDU比を希望局の送信出力を
減力することにより変化させた場合や、希望波の到来時
刻とSFN波の到来時刻の差である遅延時間差を変化させ
た場合の所要受信電力を測定した。A階層を移動受信、
B階層を固定受信と想定した送信パラメータを設定し、
B階層を受信して評価したところ、ビット換算で1010

ビット相当を観測して誤りは観測されず、全ての測定点
においてSFNの成立を確認した（81）。

さらに、名古屋地区では移動受信実験を実施した。東
山実験試験局の放送エリア内を測定車にて約350km走行
し、電界強度の調査および、受信特性の評価を行った。
受信アンテナの本数を増やしたダイバーシティ受信の評
価では、受信アンテナを4本とすることで、走行速度が
速い場合に生じる劣化の影響が軽減されることを確認し
た。また、１本の受信アンテナの場合に比べて、10dB
以上のダイバーシティ利得が得られることを確認し
た（82，83）。

（ⅴ）技術試験事務
2019年度から、総務省の周波数ひっ迫対策技術試験事

務を受託したA-PABとの請負契約の元で、地上放送の
高度化の調査・検討を実施した。具体的には、2016 ～

2018年度の総務省委託研究で開発した高画質で多機能な
サービス等を実現可能な伝送方式である地上放送高度化
方式について、同委託研究で整備した実験設備を活用し
た野外実験を実施し、高度化方式の実用化および技術基
準の策定に向けたデータ取得を実施した。

この研究は、中原俊二、高田政幸、土田健一、岡野正
寛、村山研一、中戸川 剛、神原浩平、中村円香、竹内
知明、成清善一、齋藤 進、白井規之、蔀 拓也、朝倉慎
悟、宮坂宏明、山上悠喜、佐藤明彦、井地口朋也、川島
祥吾が、主に担当した。

（３） 移動体向け伝送技術
次世代地上放送の移動体向けサービスとして、ハイビ

ジョン等の高精細度映像を提供できる伝送方式の検討を
進めた。

（ⅰ） ISDB-Tの信号構造をベースとした移動体向け伝送
技術

2010 ～ 2015年度はISDB-Tの信号構造を用いて、送受
信アンテナが各々２本の2×2 MIMO-OFDM伝送方式に
ついて検討を進めた。2011年度はMIMO伝送用のス
キャッタードパイロット（SP）として偏波間で直交符
号化することを検討し、伝送路応答の推定方法の違いに
よる受信特性を計算機シミュレーションにより評価し
た（84）。2012 ～ 2014年度は、複数の送信アンテナから同
じデータを符号化して送信する時空間符号化MIMO伝
送方式と、複数の送信アンテナから異なるデータを送信
する空間分割多重MIMO伝送方式の2つを比較した。同
じ伝送効率（１キャリア１シンボルあたりの情報ビッ
ト）における移動受信特性を野外実験で比較した結果、
伝送効率が3bit/Hz以下では、時空間MIMOの特性が良
く、4bit/Hz以上では空間多重MIMOの特性が良くなる
ことを確認した（85）（図4.24）。

図4.24　時空間MIMOと空間分割多重MIMOの野外実験による比較
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また2014年度は、伝送容量の拡大を目指してFFT
（Fast Fourier Transform）ポイント数を拡大したとき
の移動受信特性を検討した。FFTポイント数を拡大す
ると移動受信によって生じるキャリア間干渉による影響
が大きくなる。そこで、FFTポイント数を現行の地上
デジタル放送で用いている値（8k:8,192ポイント）の２
倍（16k:16,384ポイント）、４倍（32k:32,768ポイント）
とした場合における受信特性を評価した。伝送パラメー
タを16QAM（R=1/2）とした場合の各FFTサイズにお
ける許容移動速度（低速時の所要CN比から3dB劣化す
る移動速度）を導き、16k FFTを用いる場合の許容移動
速度は約90km/hとなることを示した（86）。

（ⅱ） 暫定方式・地上放送高度化方式における移動体向
け伝送技術

2014年度より暫定方式（4.2.3（2 ）節参照）における
OFDMフレーム構造や伝送制御情報であるTMCCの伝
送方法の検討を開始した（87，88）。2015年度は固定及び移

動体向けのサービスを１つのOFDM変調波に多重する
階層伝送方式の詳細な仕様設計を行い、移動体向けの階
層 に 適 し た 周 波 数 イ ン タ ー リ ー ブ やSP（Scattered 
Pilot）の配置について検討した。2016 ～ 2017年度は、
ISDB-Tのワンセグと暫定方式との比較を行い、野外実
験により所要受信電界強度で2.6dBの低減、伝送効率で
は60%向上することを示した（89）（図4.25）。暫定方式と
して検討した各要素技術は地上放送高度化方式（4.2.3

（2 ）節参照）に反映させた。
2018 ～ 2019年度は、地上放送高度化方式の移動受信

特性の評価を進めた。高速道路や主要な国道において、
FFTサイズやSP配置をパラメータとして移動受信環境
における受信特性を評価した。SP配置の違いによる受
信エリアを評価した結果では、時間方向のSP挿入割合
を２倍とすると、伝送レートとしては約４％低下するが、
伝送路の時間変動に対する耐性が強まり測定ルート内の
受信率は約２倍となることを確認した（90）。また受信ア
ンテナを４本用いてダイバーシティ受信をすることで、
走行速度が速い場合に生じる劣化が軽減され、１本の受
信アンテナの場合に比べて10dB以上のダイバーシティ
利得が得られることを確認した（91）。

この研究は、高田政幸、土田健一、岡野正寛、中村円
香、竹内知明、成清善一、宮坂宏明が主に担当した。

（４）UHF帯次世代地上放送用周波数検討
地上テレビジョン放送が使用しているUHF帯で次世

代放送を実施するために、周波数に関する基礎検討を
2015 ～ 2017年度に実施した。

2015年度に、現行放送の周波数（チャンネル）使用状
況を整理するとともに、過去に発生した混信の２局間の
関係（例、新潟親局と秋田親局）や、SFNを使用してい
る２局間の関係を整理した。さらには、韓国の放送波に

図4.26　移行シナリオ案の一例

図4.25　所要受信電力と伝送効率の関係
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NHK総合 NHK教育 A社

現行放送

次世代放送

現行放送 次世代方式による放送

次々世代方式？

1次リパック

B社 空き
チャンネル

次世代放送の
魅力訴求・普及推進

現行放送の
全メディアを多重

空き
チャンネル

NHK総合 NHK教育 A社 B社 空き
チャンネル

空き
チャンネル

NHK総合 NHK教育 A社 B社 プロモー
ション サイマル

ステップ②　空きチャンネルで次世代放送のプロモーション放送と2Kサイマル放送を実施

ステップ③　現行放送を終了させ、同じチャンネルを次世代放送に切替・開始

72



よる混信発生の実態を考慮した２局間の関係も整理した。
これらにより、２局間のチャンネル関係について、同じ
チャンネルの使用可否のデータベースを作成した。

また、次世代放送用に新規チャンネルを全国に割り当
てるシミュレーションを行うソフトを試作し、この割り
当てにより対策が必要となる現行放送の周波数変更（１
次リパック）の規模感を算出し、実現性を検討すること
とした。このソフトでは、空きチャンネルを見い出すに
あたり、上記データベースを使用して、放送ネットワー
ク内にSFNを積極的に適用して現行放送の送信局のチャ
ンネルを変更するアルゴリズムが開発され、導入されて
いる。

2016 ～ 2017年度に、移行シナリオの基礎検討を実施
した。UHF帯のチャンネル使用状況はひっ迫しており、
現行放送と同じようにメディア数に応じたチャンネル数
を全国の送信局に確保することは非常に困難である。そ
こで、移行シナリオの一つとして、現行放送と次世代放
送が共存する移行期は２チャンネルの確保を想定した移
行シナリオを考案した（図4.26）。

この研究は、中原俊二、土田健一、岡野正寛、齋藤 
進、白井規之、佐藤明彦が主に担当し、技術局計画部お
よび技術局送受信技術センター企画部と共同で実施した。

〔白井　規之、竹内　知明、宮坂　宏明〕

4.3 有線伝送技術
4.3.1 ケーブル伝送技術

（１）複数搬送波伝送方式
8K映像信号をケーブルテレビで家庭へ配信する技術

として、既存施設への導入が容易であるという観点から、
圧縮された8K映像信号をケーブルテレビの複数の搬送
波に分割して伝送する方式の検討を2009年から開始して
いた。従来、ケーブルテレビのデジタル放送では、複数
のMPEG-2 TSを 多 重 フ レ ー ム（TSMF: transport 
streams multiplexing frames）を用いて伝送しているた
め、この多重フレームを用いて搬送波間の同期を取り、
大容量のMPEG-2 TSを分割伝送して受信後に合成する
などの基本的な動作を確認するための実験装置（92）を試
作し、2010年の技研公開で展示した。

2011年には、ケーブルテレビでの新たなデジタル放送
サービスをめざして、8Kの家庭への配信に加えて、通
信や蓄積型放送サービスを念頭に、IPパケットなどの可
変長パケットをケーブルテレビで伝送する方式を開発し
た。IPパケットを効率よく収容できる可変長のTLV

（Type-Length-Value）パケット方式を採用した上で、
さらにTLVパケットをMPEG-2 TSパケットと同じサイ
ズに分割してTSMFに多重化する方式を開発した（93）。
さらに、後述する規格化に合わせて、この方式をTSMF

ヘッダに必要な情報量を削減するように改良した（94）。
8K伝送の実現に向けては、ケーブルテレビ伝送路全

体での伝送効率の向上も必要である。2010年代前半では
各搬送波の変調方式として64QAMが採用されていたが、
より多くの情報を伝送できる256QAMを導入しようと
いう機運が出てきた。256QAMは伝送容量が大きくなる
が、雑音・歪みの影響を受けやすくなるため、ケーブル
テレビ伝送路全体での伝送効率の向上には、伝送路の雑
音や歪みなどの特性に応じて周波数チャンネル（搬送
波）ごとに異なる変調方式（64QAMと256QAM）を適
用する必要がある。そこで、2012年度に異なる変調方式

（64QAMと256QAM）の複数の搬送波を組み合わせて
信号を分割伝送し、受信した信号を同期合成して大容量
のMPEG-2 TS信号を再生することができる装置を試作
した（95）。この装置を用いて、山梨県甲府市にあるケー
ブルテレビ事業者（株式会社日本ネットワークサービ
ス）の実施設で8Kのケーブルテレビ伝送実験に成功し
た。

2013年度には、この複数搬送波方式を正しく受信する
ために必要な伝送制御情報等の設計を行った。さらに、
これまでの研究成果をまとめた伝送方式案を、一般社団
法人日本CATV技術協会（JCTEA）に提案し規格化に
向けた活動をスタートした。2014年度から2015年度にか
けて、大規模ケーブルテレビ商用回線での8K伝送実
験（96）、ケーブルテレビの商用回線を利用した8K衛星放
送の再放送実験（97）を実施するとともに規格化を推進し
た（規格化の詳細は、4.5.2項、4.5.5項参照）。

8K衛星放送をケーブルテレビ経由で視聴するために
は、コンパクトで低廉な受信機が必要となる。このため、
複数搬送波伝送方式に対応した復調用LSIを搭載した小
型受信装置（チューナー）を2016年に世界で初めて開発
した（図4.27）。小型受信装置の出力信号は、8K衛星放
送の復調信号と同じため、映像・音声等の再生回路を衛
星放送の受信機と共通化できる。

この研究は、小山田公之、中原俊二、遠藤洋介、中村
直義、日下部武志、袴田佳孝、倉掛卓也が主に担当した。

図4.27　複数搬送波伝送方式小型受信装置
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（２）FTTHに適したデジタルベースバンド伝送方式
FTTH（Fiber to the home）により放送を家庭へ配

信する手段の一つとして、デジタルベースバンド伝送方
式の検討を行った。この方式は、8K放送やハイビジョ
ン放送などの複数のストリームを時分割多重（TDM: 
Time Division Multiplexing）し、10Gbps級ベースバン
ド信号として光ファイバー伝送するもので、従来のRF
伝送と比較して大容量伝送時のFTTHシステムのコスト
を大幅に下げることができる特長をもつ。

2013年度は、複数の8Kあるいはハイビジョン放送信
号を10GEの技術を応用して光伝送する実験装置を試作
し、システムの実現性を示した（98）。

2015年度は、ベースバンド信号と従来のRF信号の波
長多重伝送の条件を、実験装置を試作して検証した。さ
らに、8K（MMT：可変長パケット）とハイビジョン信
号（MPEG-2 TS：固定長パケット）が混在する場合の
受信機負荷を軽減するための時分割多重方法を検討した。
実験装置を用いた8K伝送を技研公開でデモした（図
4.28）。

2016年度は、多数のストリームを多重する際に課題と
なる伝送遅延の揺らぎを軽減する手法を実装した伝送装
置を試作し、性能評価と実証を行った（99）。さらに、
2015年度に検討した波長多重条件をベースに、既存の
RF信号を伝送するFTTH施設を、デジタルベースバン
ド伝送方式へ段階的に移行できる移行技術を2017年度に
かけて検討した。その結果、送信光電力を適切に設計す
ることで、既存のRF信号を受信している世帯の光受信
機を変更することなくデジタルベースバンド伝送方式を
追加できる可能性があることを示した（100）。

この研究は、小山田公之、遠藤洋介、中村直義、日下
部武志、袴田佳孝、倉掛卓也、楠 知也が主に担当した。

（３）DOCSISを活用した棟内伝送方式
FTTHに適したデジタルベースバンド伝送方式は、光

ファイバーが敷設されている家庭には効率的な大容量の
IP配信が可能であるが、一方で、光ファイバーが敷設さ
れていない集合住宅内の棟内伝送方式が課題である。

2019年時で、日本のFTTH契約数約3000万世帯のうち集
合住宅タイプの契約数は約1000万世帯であり、そのうち
半数以上の集合住宅が棟内の光化ができていないと見込
まれる。そこで、既設の同軸ケーブルを用いたIP伝送が
可 能 なDOCSIS（Data Over Cable Service Interface 
Specifications）規格を活用する棟内伝送方式の研究を
2017年度より開始した。

DOCSISは米国ケーブルラボにおいて規格化されたIP
伝送方式であり、2006年に規格化されたDOCSIS 3.0が
日本のCATV事業者にインターネットサービス用に広
く普及している。DOCSIS3.0の物理層の諸元は、ケーブ
ルテレビのHFC（Hybrid Fiber-Coaxial）伝送路におけ
る放送の伝送方式の国際規格であるITU-T 勧告J.83と同
様である。周波数幅が6MHz/ch、伝送周波数も70 ～
770MHz帯のRF信号であり、放送信号と周波数多重し
て運用することが可能である。また、IPマルチキャスト
に対応しており、8K信号（約100Mbps）の伝送が可能
となるチャンネルボンディングや、宅内設備であるケー
ブルモデム（Cable Modem : CM）の受信周波数を送信
側装置からの指示で切り替えるDBC（Dynamic Bonding 
Change）も仕様に備えている。これらの理由から、
DOCSIS 3.0の伝送装置を棟内伝送方式に用いることを
検討し、4K・8K番組の信号をIP入力し、同軸ケーブル
で伝送できることを確認した。

一方、FTTHで伝送することが想定される100番組程
度の4K・8K多チャンネル信号の全てを既存のDOCSIS
装 置 でIP伝 送 す る こ と は 難 し い こ と が 分 か っ た。
DOCSISでパケロスなくIP伝送するためには、QoSの設
定や各RF信号に伝送する番組のマルチキャストアドレ
スを固定で設定しておく必要がある。しかし、DOCSIS
の伝送帯域は数Gbpsであり、100番組分のマルチキャス
トアドレスを設定して伝送することはできない。そこで、
2017年度から2018年度にかけて、4K・8K多チャンネル
信号をDOCSISで伝送するためのIPカプセル化装置の開
発を行った。この装置では番組のIPパケットをIPヘッダ
でカプセル化し、カプセル化するIPアドレスを視聴者の
番組要求に応じて変更することで、DOCSIS装置での伝
送を制御し、効率的な配信を可能としている。試作した
IPカプセル化装置（図4.29）を、DOCSIS装置と接続し
て、4K・8K多チャンネル番組を、FTTHに比べて少な
い同軸ケーブルの帯域で効率的に伝送できることを実証
した（101，102）。

また、棟内伝送路の同軸ケーブルのC/Nが悪い場合
など、パケット損失が発生する可能性がある。その対
策としてIPレイヤーの誤り訂正技術であるAL-FEC

（Application Layer–Forward Error Correction）を使用
することが有効である。ただし、ペイロード長を調整で

図4.28　デジタルベースバンド伝送方式の実験装置を用いた8K伝送
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きない新4K8K衛星放送のMMT方式のIPパケットに対
してAL-FECを適用する場合、AL-FECのヘッダ情報を
付加することでIPパケット長が1500Byteを超えるため、
DOCSISなどの一部のネットワーク機器ではそのIPパ
ケットを伝送できない。この対策として、2019年度には
IPv6ヘッダをIPv4ヘッダに変換してヘッダ長を短縮す
る方式を考案し、AL-FECを用いて安定したIP配信を実
現できる見通しを得た（103）。

以上の研究は、楠 知也、袴田佳孝、倉掛卓也、斎藤
恭一が主に担当した。

〔倉掛　卓也、楠　知也〕

4.3.2 光伝送技術
（１）非圧縮SHV信号の光伝送

映像の圧縮による遅延や画質劣化が生じない利点を持
つ非圧縮SHV信号の光伝送システムの研究を進めた。

放送局内の超高速光ネットワークに関する研究として、
72Gbpsのフル解像度SHV信号２チャンネルを、40Gbps
信号４本に変換する装置を2010年度に試作した（104）。こ
の装置を用いて、（独）産業技術総合研究所、技術研究
組合光電子融合基盤技術研究所と共同で40Gbps信号４
本を光時分割多重し、160Gbpsの伝送レートで送受信す
る実験を2011年度に実施した（105）。この研究の一部は、

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託事業
「次世代高効率ネットワークデバイス技術開発」を受託
して実施した。

放送局間伝送や中継先から放送局への素材伝送に関す
る研究として、光ファイバー専用線に加え、広域通信網

（WAN: Wide Area Network）による伝送も可能とする
ため、24Gbpsのデュアルグリーン方式SHV信号をWAN
形式の光信号に変換する装置を2010年度に開発した（106）。
この装置を用いて、国際放送機器展IBC2010（2010年９
月）において、アムステルダム市内の光ファイバー（約
16.5km）で非圧縮SHV信号の生中継デモを行った。こ
の技術を発展させ、雑音や歪みの影響を受けにくい差動

４相位相変調方式の光伝送装置を2011年度に試作した。
2012年度には、フル解像度SHV信号の伝送に対応させ
るとともに、ラマン増幅と組み合わせることで、室内実
験で約300kmの無中継伝送に成功した（107）（図4.30）。
（一社）電波産業会において超高精細度テレビジョン

信号スタジオ機器間インターフェース規格に光波長多重
伝送仕様（108）を追加する検討が2013 ～ 2014年度に行わ
れ、委員として寄与するとともに、試作装置で物理層の
動作を実証した。このインターフェース信号に誤り訂正
符号を付加して伝送することにより、72Gbpsのフル解
像度SHV信号を８波長多重で長距離伝送する装置を
2013年度に開発した（109）。2014年度に行われたNHK主催
SHVパブリックビューイング（PV）において、NHK放
送センターからPV会場（江東区豊洲）へのSHV伝送に、
同装置が活用された。

この研究は、小山田公之、倉掛卓也、中戸川 剛、中
村円香、川本潤一郞が主に担当した。

（２）非圧縮SHV信号のイーサネット光伝送
映像の圧縮による遅延や画質劣化が生じない利点を持

つ非圧縮SHV信号を、高速化・低廉化が進むイーサ
ネット技術を利用して100Gbpsのイーサネットフレーム
で光伝送するための伝送技術に関する研究を2012年から
開始した。

2012年と2013年には、映像のフレーム周波数が60Hz、
サンプリング構造が４：４：４、サンビリングビット数
が12bitのフル解像度SHV信号（72Gbps）を100ギガビッ
ト・イーサネット信号へ変換する方式の仕様を設計（110）

するとともに、送受信間が非同期のイーサネット網上で
SHV信号を安定伝送するための映像信号クロックの再
生制御の方法を検討（111）した。SHV信号のイーサネッ
ト信号への変換方式は、SHV信号に含まれる冗長なデー
タを削除したうえでイーサネットフレームへ変換する方
式を開発した。本方式により、冗長データ削除前の
11.88Gbpsの信号を9.79Gbpsのイーサネットフレームへ

図4.30　非圧縮SHV光伝送装置による300kmの無中継伝送デモ図4.29　IPカプセル化装置

IP出力 IP入力
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変換でき、10ギガビットイーサネットを単位としたフ
レーム構成の実現により、100ギガビットイーサネット
への多重を容易にした。また、映像信号クロックの再生
制御の方法については、受信バッファのデータ量の変動
に基づく適応クロック法をベースとして、映像フレーム
間のデータ量の変動にも着目した新たなクロック再生法
を提案し，シミュレーションで有効性を明らかにした。
さらに，100ギガビットイーサネットを介したSHV信号
の伝送装置を試作して，低遅延かつ低ジッタな性能を実
証した。

2014年と2015年には、伝送路で発生したイーサネット
パケットのデータ誤りを受信側で訂正する技術（112-113）

と、（一社）電波産業会の標準規格ARIB STD-B58準拠
の光インターフェース（U-SDI : Ultrahigh-definition Signal/ 
Data Interface）信号を、100ギガビットイーサネット信
号で伝送する装置を開発（114）した。データ誤りの訂正
技術では、伝送パケットがバースト的に消失した場合の
訂正能力を従来の２倍に向上できる訂正方式を提案し、
その有効性を実機により検証した。また、映像のフレー
ム周波数が120Hz、サンプリング構造が４：４：４、サン
プ リ ン グ ビ ッ ト 数 が12bitの フ ル ス ペ ッ クSHV信 号

（144Gbps）を構成するU-SDI光インターフェース信号を
２本の100ギガビットイーサネット光信号に多重可能な
U-SDI/イーサネット信号変換装置を開発し、映像伝送
実験を行った（図4.31）。

この研究は、川本潤一郎、中戸川 剛、小山田公之、
倉掛卓也、小田周平が主に担当した。

〔中戸川　剛、川本　潤一郎〕

4.4 多重化
4.4.1 複数伝送路のための多重技術

放送と通信を組み合わせて多彩で柔軟なサービスを実
現する放送通信連携サービスに向けて、放送と通信で伝
送する映像・音声・データなど番組を構成するコンポー
ネントを柔軟に組み合わせられる多重技術の基礎的な研
究を2010年度から2013年度にかけて行った。

放送通信連携サービスでは、伝送遅延が一定かつ品質
も安定な放送伝送路と、遅延が変化し時にはパケットロ
スが発生するパケット通信網とを組み合わせて、品質を

確保しながらタイミングよくコンポーネントを伝送する
多重技術が必要である。従来のデジタル放送はMPEG-2 
TS（Transport Stream）を多重方式として用いて、番
組のコンポーネントを全て一つのTSに多重して伝送す
るが、放送と通信で別々に伝送されるコンポーネントを
組み合わせて利用することは想定していない。そこで、
異なる伝送路で伝送されるコンポーネントを参照する制
御メタデータと、それらのコンポーネントの同期再生を
実現するための方式を検討し、MPEG-2 TSとIP（Internet 
Protocol）通信を組み合わせるTSベース多重方式と、放
送も通信も全てIP通信で統一したIPベース多重方式の開
発を進めた。

TSベース多重方式の開発では、放送・通信どちらで
伝送するコンポーネントに対しても放送のクロックを基
準とするタイムスタンプをつけることで同期再生を可能
とするとともに、放送・通信のいずれのコンポーネント
も参照できる制御メタデータとしてAPMT（Advanced 
Program Map Table）を設計した。また、放送局Aの基
準クロックを用いて送出された放送と通信のコンポーネ
ントを取得して同期再生を行う受信機に対して、基準ク
ロックが付け替えられた放送局Bの放送を受信しても、
放送局Aから送出された通信との表示タイミングのずれ
が生じないように、基準クロックのずれを補正して同期
再生を維持する方式も開発した。

放送も通信もIP通信で統一することができれば、伝送
路に依らず一層柔軟なサービスが可能になるが、IP通信
は遅延も品質も一定とは限らないため、サービスを構成
するコンポーネントをMPEG-2 TSからIPにそのまま乗
せ換えるだけでは品質を保てない。そこでIP通信へ対応
する新たなIPベース多重方式として、独立したクロック
を参照するコンポーネントであってもタイムスタンプに
付加されたUTC（Universal Time Coordinated）を用い
て提示時刻を修正して同期再生を可能とするATS

（Advanced Transport Scheme）を開発した（115）。放送
や通信といった伝送路を意識せずコンテンツの利用を可
能とする新たな多重方式であるMMT（MPEG Media 
Transport）の研究成果を、国際標準規格化組織である
MPEGへ提案し、2012年にはその一部が委員会草案
ISO/IEC 2nd CD（Committee Draft） 23008-1に採用さ
れた。

MMTは、放送や通信の複数の伝送路で共通に用いる
ことができる多重方式であり（図4.32）、一対多の効率
的な配信が可能な放送伝送路と一対一の配信が可能な通
信回線を同時に用いるハイブリッド配信が可能である。
このような配信は、MPEG-2 TSやRTP（Real-time Transport 
Protocol）等の従来の多重方式では実現が困難であり、
MMTを導入することで放送と通信といった複数伝送路

図4.31　フルスペックSHV信号の100ギガビットイーサネット伝送

U-SDI/イーサネットパケット変換装置
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を柔軟に連携させる新たなサービスが期待できる。例え
ば、放送による高精細映像と通信による利用環境・利用
者要求に応じた映像・音声・情報を容易かつ柔軟に組み
合わせることや、気象条件や伝搬状況によって放送の伝
送品質が一時的に低下する場合、通信伝送路を用いて代
替映像や音声など必要最小限の情報を伝送することもで
きる。2012年度には、これらのサービスに必要となるコ
ンポーネントの代替え関係などを示す制御情報とコン
ポーネントを切り替えるための制御手法を開発した（116）。

2013年度には、各国に先がけて実用化を前提とした
MMTを用いた次世代放送システムの検討結果を国際会
議等で示す（117）とともに、SHV衛星放送システムの多
重方式の一例として、試作システムにおいてMMTの有
用性を示した。また、放送システムを実現する上で必要
な制御情報や現在の放送システムで用いられている制御
情報の移行について検討を行い、その結果が情報通信審
議会放送システム委員会の報告書に反映された。これら
研究成果の一部は、MPEGにおけるMMTの標準化に反
映され、2014年３月に国際規格ISO/IEC 23008-1として
承認された（118）。

この研究は、山本 真、木村武史、浜田浩行、田中祥
次、青木勝典、土田健一、橋本明記、松村欣司、大槻一
博、青木秀一、三矢茂明、河村侑輝が主に担当した。

〔斎藤　恭一〕

4.4.2 メディアトランスポート技術
（１） MMT技術の応用

8Kスーパーハイビジョン（SHV）放送や放送通信連
携サービスの実現に向けて、映像・音声等を伝送するメ
ディアトランスポート技術の研究を2014年度から行った。

8K SHV衛星放送の実用化に向けた国内標準化におい
て、多様な伝送路への適用やハイブリッド配信といった
放送と通信の連携機能が要求条件として示された。そこ
で、放送や通信といった複数伝送路で共通に利用できる
メディアトランスポート方式MMTによりパケット化し
IPパケットで伝送することとし、放送伝送路においては
IPパケットを効率的に多重できるTLV方式（MMT・
TLV多重化方式）の導入を提案し、その多くが（一社）
電波産業会（ARIB）標準規格STD-B60「デジタル放送
におけるMMTによるメディアトランスポート方式」に
反映され、2014年７月に策定された。

MMT・TLV多重化方式を運用する際は、協定世界時
UTCを基準時刻として映像や音声などの各コンテンツ
の提示時刻を放送信号の中で示すことにより、多様な伝
送路で伝送される複数コンテンツの同期提示を容易に実
現できる。8K SHV衛星放送の高機能化技術の一例とし
て、テレビ受信機などのデバイス内およびテレビ受信機
とタブレット間などのデバイス間の複数コンテンツの同
期提示を可能とするシステム試作を行い、その有用性を
示した（119）。また、基準時刻であるUTCを放送信号に多
重するため、高度広帯域衛星デジタル放送のTMCC

図4.32　MMTによる放送・通信伝送路のレイヤーモデル
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（Transmission and Multiplexing Configuration Control）
信号を用いた伝送方法を検討し、変復調装置を用いた伝
送実験により、時刻情報の遅延変動を小さくできること
を確認した（120）。さらに、8K SHV衛星放送においても
マルチメディアサービスを実現するためのMMT・TLV
多重化方式によるアプリケーション伝送に関して、標準
規格として提案し規格化されたプロトコルの有効性とシ
ミュレーションによる性能の確認を行った（121）。

2015年度には、ARIB標準規格に準拠した8K映像・
22.2チャンネル音声のエンコーダ、多重化装置、さらに
映像・音声のデコーダを用いて、実際の放送衛星による
SHVライブ放送実験を行い、SHV衛星放送の実現可能
性を実証した（122）。また、放送とインターネットで伝送
したそれぞれのコンテンツを切り替えて視聴者に適した
番組を提示する放送通信連携の技術検証や、放送とイン
ターネットで伝送したコンテンツを同期して提示する放
送通信連携サービスの検証を行った（123）。さらに、衛星
放送における放送通信連携サービスの実現に向け、受信
端末個別に映像・音声を通信で伝送する際に必要となる
セッション開始・終了のプロトコルと、伝送品質を確保
するためアプリケーションレイヤーにおける誤り訂正方
式の仕様を作成した。この仕様に基づく送信・受信装置
により、機能検証を行った。

衛星放送からの8K放送受信と、IP配信による8Kコン
テンツ受信の両方を可能とする放送通信共用受信機を
2016年度に新規開発した。IP配信の信号形式を8K放送
と同じMMTとすることにより、受信機内部の信号処理
回路の共通化を図っている。10Gbps級のインターネッ
ト回線を用いて11チャンネルの8KコンテンツをIP配信
し、共用受信機で任意の１チャンネルを選択受信する実
験を行い、安定受信できることを確認した（図4.33）。
また、MMT信号をIP配信する際の伝送プロトコルにつ
いて検討し、マルチキャスト配信とともにユニキャスト
配信が可能であること（124）、MMTからHTTPへとプロ
トコル変換による伝送が可能であること（125）を示した。

これらの研究の一部は、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
受託して実施した。

さらなる応用例として、マルチアングル映像など複数
のコンテンツをIP配信し、テレビとタブレットなど複数
の端末でそれぞれのコンテンツを時間のずれなく同期制
御して表示する技術を開発し、高精度同期が可能なこと
を実証した（126）。また、ネットワーク上に存在する多数
のコンテンツから絶対時刻で検索した複数コンテンツを
同期提示するユースケースを検討し、対応可能な蓄積
フォーマットを示した（127）。2017年度には、開発した端
末間同期技術を応用した体験型コンテンツ「どーもくん
のどたばたレース」を複数の展示会で展示し、新たな視
聴体験の提供が可能であることを示した（128）。

8K SHV放送の普及促進に向け、ケーブルテレビ局な
どのクローズドネットワークでのIPによる再放送や、放
送と連携した関連コンテンツのIP配信に適用することを
目指して、MMTによるIPマルチキャスト配信技術の検
証を行った。2017年NHK杯国際フィギュアスケート競
技大会のライブコンテンツを用いた配信実験では、
4K・8Kコンテンツを複数の配信事業者へ低遅延で同時
配信できることを確認した。2018年度には、福井県内の
スタジアムから複数チャンネルのライブ映像を東京の
IX（Internet Exchange）事業者にアップリンクし、IX
設備を介して全国９社のケーブルテレビ事業者へ同時配
信する検証実験を行った。受信点で観測したパケットの
ジッター等の定量的な伝送品質に問題ないこと、ケーブ
ルテレビ事業者が所有する既存のIX接続回線による
4K・8Kコンテンツの全国規模での同時・多チャンネル
配信が可能であることなどを確認した。

この研究は、木村武史、田中祥次、遠藤洋介、土田健
一、中村直義、斎藤恭一、今村浩一郎、橋本明記、大槻
一博、竹内真也、青木秀一、鈴木陽一、河村侑輝、山上
悠喜、永田裕靖、楠 知也が主に担当した。

（２） 次世代地上放送
（ⅰ） IP多重伝送方式・XMI

次世代地上放送の実現に向けて、地上放送の伝送路符
号化方式に適合するIPパケット多重化方式と、SFN

（Single Frequency Network）を実現するためのSTL
（Studio to Transmitter Link）/TTL（Transmitter to 
Transmitter Link）区間のIP伝送方式の研究を2016年度
から行った。

次世代地上放送の多重伝送方式を検討するにあたり、
ISDB-S3（高度広帯域衛星デジタル放送）で既に採用さ
れているTLV多重化方式を次世代地上放送のIPパケッ
トの多重化方式にも用いることとした。次世代地上放送

図4.33　8Kコンテンツの多チャンネルIP配信実験の様子
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でTLV多重化方式を用いる場合、階層毎のTLVパケッ
トをOFDMフレームに合わせて多重化する（以下、再
多重と呼ぶ）とともに、FFTサイズやガードインター
バル比、階層毎の変調パラメーターなどを示す記述子を
新たに規定する必要があった。また、周波数有効利用の
ために現行の地上デジタル放送と同様にSFNを可能とす
るため、各送信所におけるOFDM変調波や送信タイミ
ングを一致させることが求められた。これらの要求条件
を満足させるため、変調パラメーターとともに各階層の
TVLパ ケ ッ ト を 再 多 重 化 し たXMI（eXtensible 
Modulator Interface）形式の信号を出力する次世代地上
放送用の再多重化装置を開発した（129）。再多重化装置か
ら出力されたXMI形式の信号は各送信所のOFDM変調
装置に入力され、XMIパケットに多重された各送信所
の送信タイミング情報に従い、変調装置のOFDM信号
出力タイミングを制御することができる。

2017年度は、熊本県人吉地区でIP回線を使ってXMI
パケットを伝送し、SFNエリアを構成する実験を実施し
た。人吉実験試験局に設置した再多重化装置から出力さ
れるXMIパケットをIP回線で水上実験試験局に配信し、
人吉局、水上局の各変調装置で生成されたOFDM信号
を同じ周波数（UHF 46ch）で２局から送信した。２局
の電波が到来する地点に受信点を設置し、SFN環境下で
誤りなく映像伝送できることを確認するとともに、２局
の電波の到来時間差を観測することにより、送信タイミ
ングの制御機能の動作を確認した。2018年度は、名古屋
地区に開局した次世代地上放送の東山および鍋田実験試
験局を使用してSFN構築が可能なことを実証した。また、
再多重化装置の実用化に向けて信頼性・運用性を改善す
るために、複数の回線事業者のIP回線を併用することに
よりSTL区間の信頼性を向上する回線冗長化装置、なら
びに運用性を向上する回線状態監視装置を開発した。こ
れらの装置を用いて2019年度は名古屋地区の地上放送高
度化大規模実験局で検証実験を行い、IP回線によるSTL
の回線冗長化による信頼性の向上と運用性を確認し
た（130）。 

この研究は、遠藤洋介、斎藤恭一、今村浩一郎、大槻
一博、竹内知明、青木秀一、蔀 拓也、河村侑輝、山上
悠喜、永田裕靖、楠 知也が主に担当した。

（ⅱ）放送通信連携伝送技術、送出システム
次世代地上放送の放送通信連携技術の検討において、

放送コンテンツを通信コンテンツで補完できるシステム
についての研究を2016年度から行った。まず、移動受信
向けに放送波が途切れても通信から補完データを取得し
て映像が途切れることを防ぐシステムの検討を進め、
2017年度には通信と連携した移動端末向け地上放送サー

ビスについて技研公開2017で展示するとともにフィール
ド実験により実現の可能性を示した（131）。2018年度には、
モバイル通信回線の伝送遅延時間短縮のために、低遅延
プロトコルとしてHTTP/3を導入する検討を開始し、試
作装置で基本性能の検証を実施した。2019年度には、低
遅延通信プロトコルを用いたモバイル通信回線と次世代
地上放送の実験電波を用いて通信補完サービスの検証を
行い、通信補完による正受信率の改善を確認した。また、
固定受信向けに、フレームレート60Hzの放送波からの
映像に通信からの補完データを組み合わせてフレーム
レート120Hzの映像を提示するシステムを検討し、通信
からの補完データを組み合わせることでより高品質な
120P映像サービスを提供することが可能となることを
試作装置で実証した。

また、再多重化装置を含めた次世代地上放送の送出シ
ステムをクラウド上に構築することを目指して、ソフト
ウェアベース送出システムの検討を2019年度から進めた。
このシステムでは、従来専用ハードウェアで構成されて
いた各種送出機能をソフトウェアで実装するとともに、
より高度な放送通信連携サービスの実現のため、複数の
伝送路（次世代地上放送、閉域網、インターネット網）
を統合して扱うことができる。2019年度は、設定した番
組編成情報に基づいて自動的にリソースを切り替える送
出スケジューラー機能、放送所にプログラムを送出する
ための再多重化機能、コンテンツ連携情報や緊急情報の
配信機能などを開発し（図4.34）、その基本機能の検証
を行った。

この研究は、斎藤恭一、今村浩一郎、大槻一博、河村
侑輝、山上悠喜、永田裕靖、楠 知也が主に担当した。

（３）３次元情報の伝送技術
MMTを用いた放送通信連携のコンテンツ伝送技術を

さらに発展させ、将来のダイバースビジョンも見据えた
３次元情報伝送技術の研究を2018年度から行った。

2016年頃から、スマートフォンやタブレットなどモバ
イル端末向けのサービスを中心に、実際には存在しない
３次元オブジェクトを、あたかもその場に存在している
かのようにカメラ映像に合成して提示し、自由な視点か
ら見ることができるAR（Augmented Reality、拡張現
実）技術が注目を集め始めた。このAR技術は、例えば、
家具の３次元オブジェクトを自宅のリビングに合成表示
してイメージを確認する、恐竜や動物などを実寸大で合
成表示してその大きさを体感する、といったサービスや
デモンストレーションで用いられた。テレビの放送番組
とARコンテンツを連携させる新たな視聴体験において
は、ARコンテンツにも番組の展開に合わせた時間軸が
存在することが想定されるため、映像とARによる３次
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元オブジェクトの提示タイミングの同期がコンテンツの
体験品質において重要となると考えられる。また、ス
ポーツ中継の様なライブコンテンツの場合には、ARコ
ンテンツもリアルタイムに生成されるデータであり、リ
アルタイムに視聴端末に届けることが必須となる。この
ため、一般的なダウンロード型のARコンテンツ配信と
は異なり、番組の進行に合わせて形状が変化する３次元
オブジェクトのデータを、インターネットなどの通信回
線でリアルタイムに伝送して端末に届け、放送映像と同
期させた３次元オブジェクトをARで提示する伝送技術
の開発を進めた。

2018年度には、骨格と関節を持つ３次元オブジェクト
を動作させるモーションデータ（関節位置・回転の３次
元情報）をコンテンツとして、放送のMMTと同様に絶
対時刻のタイムスタンプを付与してリアルタイムに伝送
し、受信側のタブレットでMMTによる放送映像と同期
したAR提示を実現するシステムを開発した （132）。技研
公開2018では、NHKのキャラクター「どーもくん」と
その仲間たちが空想世界のスタジアム内でレースを繰り
広げるコンテンツ「どーもくんのどたばたレース」を展
示した。スタジアム全体を映した8Kテレビの映像に合
わせて、手元のタブレットの画面ではARにより自由な
視点からレースを観戦でき、視聴者一人ひとりがカメラ
マンになった感覚でテレビ画面に映らない場所を見たり、
好きなキャラクターを追いかけたりできることを実証し
た。

2019年度には、さらに人物などを被写体とした実写
ベースの３次元オブジェクトに対応するように拡張した

（133）。実写ベースの３次元オブジェクトは、毎秒30フ
レームの３次元ジオメトリとテクスチャーを100Mbps程
度でリアルタイム伝送し、視聴端末でARによる提示が
可能である。技研公開2019では、出演者を4K映像と３
次元のモデルデータとして同時に撮影した番組連携AR
コンテンツ（図4.35）を制作し、来場者にテレビと同期

した自由視点ARでの視聴を体験してもらう展示を行っ
た。このコンテンツでは、出演者がさまざまな場面を想
定した色とりどりの衣装でテレビ画面の前に等身大の
ARで提示される。出演者の等身大映像と等身大ARを
シームレスにつなぐことで、出演者があたかもテレビ画
面の枠を超えて現実空間に歩いて出て来るかのように見
せるなど、映像とARの同期連携ならではの演出も試行
した（134）。技研公開2019以降は、さらにプロトコルの改
良を進め、トランスポート層においてオブジェクト単位
を意識したデータ制御も可能なオブジェクトベース伝送
に対応した。オブジェクトベース伝送の例として、ス
ポーツ中継の選手と審判など複数の３次元オブジェクト
を含むARコンテンツにおいて、ユーザーの好みに応じ
て審判を非表示にして選手だけに集中して観戦するなど、
オブジェクトごとの表示・非表示を制御できる機能を検
証した。

この研究は、河村侑輝、今村浩一郎、大槻一博、楠 
知也、永田裕靖、山上悠喜、斎藤恭一が主に担当した。

〔大槻　一博、今村　浩一郎、河村　侑輝〕

図4.35　実写ベースによる番組連動ARコンテンツ
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4.5 標準化対応
4.5.1 ITU-Rにおける標準化

（１）伝送方式
ITU-Rにおいて、地上放送の標準化はWP6A、衛星放

送の標準化はWP4Aを中心に行われてきた。
地上デジタル放送方式ISDB-Tについては、ISDB-T 

8MHzの 混 信 保 護 比 な ら び にIMT、DVB-T2、PAL/I 
に 対 す る 混 信 保 護 比 を プ ラ ン ニ ン グ 基 準 の 勧 告
BT.1368（135）に追加する提案を行い、2011年度から2014
年度にかけて改訂を進めた。また、6、7、8MHzのスペ
クトルマスクを勧告BT.1206（136）へ追加し、2012年度に
改訂が反映された。周波数プランニング用標準受信シス
テム特性について、ISDB-Tの情報を寄与し、ATSC、
DVB-T、DVB-T2を 含 む4方 式 の 勧 告BT.2036（137） が
2013年度に成立した。

地上デジタル音声放送方式ISDB-TSBについては、プ
ランニング基準の勧告BS.1660（138）に、VHF-Low帯の回
線設計を追加する提案を行い、2011年度に改訂が反映さ
れた。

携帯向け地上マルチメディア放送の伝送方式について
は、ISDB-Tマルチメディア放送方式を提案し、2012年
度に勧告BT.2016（139）が成立した。本方式のプランニン
グ基準の勧告BT.2052（140）が2013年度に成立した。

地上放送システムの保護に関して、周波数を共用する
一次業務およびその他業務に対する放送受信保護基準を
提案し、2011年度に勧告BT/BS.1895（141）が成立した。

また、4K・8Kの地上波野外実験に関するレポート（142）

の策定を2014年11月に提案し、2014年度から2019年度に
かけて日本国内やブラジルでの実験（リオ五輪）の情報
を寄与した。地上デジタル放送網とシステムの導入に関
するハンドブック（143）にISDB-Tの情報を寄与し、ハン
ドブックは2016年度に完成した。

一方、衛星放送については、4K・8K衛星放送を目指
して、UHDTV伝送方式ISDB-S3を記載した新勧告案を
提 案 し2016年 度 に 勧 告BO.2098（144） と し て 成 立 し た。 
またISDB-S3の実現性を示すため実衛星による伝送実験
結果を記載した新レポート案を提案し、レポート
BO.2397（145）として成立した。21GHz帯衛星放送につい
ても、2012年度から2015年度に実施した総務省受託研究
の成果を寄与し、2019年度にレポートBO.2071（146）とし
て成立した。また、2019年度のWRC（世界無線通信会議）
で議論された放送衛星の国内電力制限や先行衛星との調
整未了時における新規衛星の登録基準に関する技術検討
資料の寄与に協力した。

以上の活動は、正源和義、西田幸博、高田政幸、田中
祥次、中村直義、土田健一、古田浩之、村山研一、横畑
和典、亀井 雅、実井 仁、成清善一、中澤 進、鈴木陽一、

蔀 拓也が主に担当した。

（２）多重化方式
多重化に関連する標準化はWP6Bで行われた。日本の

放送システムに採用された方式などがITU-R文書に反映
されるよう対応した。

携帯向け地上マルチメディア放送では、IPパケットを
MPEG-2 TSパケットに格納する方式を提案し、勧告
BT.1887（147）として成立した。また、地上マルチメディ
ア放送およびISDB-S3におけるコンテンツダウンロード
方式を規定する勧告BT.1888（148）の成立に寄与した。地
上マルチメディア放送のシステム勧告であるBT.1833（149）

とその実装例を示すレポートBT.2049（150）に関しては、
ISDB- TmmをISDB-Tマルチメディア方式として含める
改訂を提案し、2010年度に改訂が反映された。2013年度
には、各国の地上マルチメディア放送の要素技術として、
多重化方式を規定する勧告BT.2054（151）とコンテンツ
フォーマットを規定する勧告BT.2055（152）の成立に寄与
した。

一方、4K・8K衛星放送システムに関しては、MMT
による放送システムを規定する勧告の作成を提案し、
2015年度にBT.2074（153）として成立した。

さらに、コンテンツを放送やインターネットなどさま
ざまな伝送路で伝送し、さまざまな端末で視聴するよう
になったことを受け、そのユースケースや技術要素など
をまとめたレポートBT.2400（154）の成立に寄与し、技研
が行ったMMTによる8Kの配信実験など多くの事例が記
載された。

2019年度には、より没入感の高いコンテンツを提供す
るため、VR/360度映像・音声をIPベースの放送システ
ムで伝送するための勧告BT.2133（155）の成立に寄与した。

以上の活動は、西田幸博、青木秀一が主に担当した。
〔蔀　拓也、青木　秀一〕

4.5.2 ITU-Tにおける標準化
ITU-Tにおいては、4K・8Kケーブルテレビ伝送の実

現に向けて、技研が開発した複数搬送波伝送方式の国際
標準化をITU-T SG9で行った。2014年９月のSG9会合で
は、多重フレーム（TSMF）を規定する勧告J.183およ
び、SI（Service Information）関連を規定する勧告J.94
の改訂を提案し、標準化作業に着手した。2015年６月会
合では、国内での標準化作業の進展に合わせて、可変長
のTLVパケットを固定長パケットへカプセル化する方
法について提案し、新勧告J.288の勧告化に向けた作業
を開始した。2016年１月のITU-T SG9会合では、2015年
11月に発行された国内標準規格の内容に整合するように
勧告J.183およびJ.94の改訂および新勧告J.288の勧告化を
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提案し、３つの提案すべてが承認され、2016年３月に方
式を構成する３つの勧告が発行された．2016年８月会合
では、方式を構成する３勧告（J.183（156）、 J.94（157）、 J.288）
を適用した4K・8K伝送システムに関する記述の明確化
を図るための補助文書を入力し承認された（158）。J.288に
ついては、国内規格では規定されていた「パケット長に
関する例外規定」を反映させるための寄書を入力し、
2019年６月会合で承認された（159）。

以上の活動は、小山田公之、中村直義、倉掛卓也、袴
田佳孝が主に担当した。

〔倉掛　卓也〕

4.5.3 情報通信審議会における標準化
（１）超高精細度テレビジョン放送の伝送方式

2006年９月の諮問第2023号「放送システムに関する技
術的条件」のうち、「超高精細度テレビジョン放送シス
テムに関する技術的条件」の中の「衛星基幹放送および
衛星一般放送に関する技術的条件」の検討が行われた。
2012年11月に総務省が「放送サービスの高度化に関する
検討会」を立ち上げ、2013年６月、4K・8K放送の早期
実現のために放送事業者や受信機メーカー等が取り組む
べき目標と時期を定めたロードマップを公表した。情報
通信審議会・情報通信技術分科会・放送システム委員会
は、2013年５月、周波数帯域幅34.5MHzの衛星放送を対
象とした高度広帯域伝送方式、および周波数帯域幅
27MHzの衛星放送を対象とした高度狭帯域伝送方式を
利用した超高精細度テレビジョンシステムに関する技術
的条件の検討を開始した。超高精細度テレビジョン放送
の要求条件が取りまとめられた後、伝送路符号化、多重
化、限定受信、映像符号化、音声符号化の各技術が検討
された。2014年３月には「衛星基幹放送及び衛星一般放
送に関する技術的条件」が情報通信審議会から答申され、
2014年６月には国の技術基準となる総務省令第87号や総
務省告示が交付された。

答申された広帯域伝送の伝送路符号化方式は、シンボ
ルレートの高速化及び変調方式変更により伝送容量が拡
大している。1つの衛星中継器の伝送容量は約100Mbit/s
であり8Kスーパーハイビジョン番組を伝送可能にする
ものである。また、多重化方式として、MMT・TLV方
式の導入、およびMPEG-2 TS方式にHEVCへの対応や
放送・通信連携のための規定を追加することで、柔軟な
放送・通信連携サービスの提供を可能にするものである。

以上の活動は、木村武史、田中祥次、高田政幸、中村
直義、土田健一、橋本明記、大槻一博、亀井 雅、長坂
正史、中澤 進、青木秀一、小島政明、鈴木陽一、松﨑
敬文、河村侑輝が主に担当した。

（２）衛星放送用受信設備
2006年９月の諮問第2023号「放送システムに関する技

術的条件」のうち「衛星放送用受信設備に関する技術的
条件」の中の「2224.41MHz以上3223.25MHz未満の中間
周波数を使用する受信設備」について、2016年９月より
技術的検討が行われた。対象となる中間周波数の帯域・
無線システムを調査し、衛星放送用受信設備からの漏洩
基準値が2017年７月に答申された。

また、衛星放送用受信設備の宅内配信方式で光配信方
式を用いる設備について技術的検討が行われた。2017年
３月、放送システム委員会・衛星放送用受信設備作業班
内に光配信アドホックグループが設置され、同軸配信方
式と比較して電波漏洩が非常に少ない光配信方式の普及
推進を見据えた技術的検討が進められた。既に実用化さ
れている光配信システムと比較して、長距離伝送には向
かないが、施工性、曲げ耐性、安全性、経済性の観点か
ら、光波長850nmのPOF（Plastic Optical Fiber）を用
いる光配信システムを検討し、2018年６月に放送システ
ム委員会にて報告された。

以上の活動は、田中祥次、長坂正史、岩崎充志が主に
担当した。

（３）ホワイトスペース型放送
放送用などある目的に割り当てられているが、地理的

条件や時間的条件によって、他の目的にも利用可能な周
波数（ホワイトスペース）を活用する放送型システムの
検討が放送システム委員会で行われた。2010年10月にホ
ワイトスペース活用放送型システム作業班が設置され、
技術方式の策定や電界強度の計算方法等置局に関する項
目の検討が行われた。2011年10月、放送システム委員会
において、ホワイトスペースを活用する放送型システム
のひとつであるエリア型放送システムのサービス形態や
技術的条件が示された。エリア放送型システムから地上
デジタル放送への干渉の保護基準については、干渉波電
力 対 雑 音 電 力 比（I/N） の 考 え 方 を 導 入 し てI/Nを　　
－10dB以下とする混信保護基準を定めた。

以上の活動は、黒田 徹、中原俊二、高田政幸、岡野
正寛、中村円香が主に担当した。

（４）地上デジタル放送方式高度化作業班
2019年６月の諮問第2044号「放送システムに関する技

術的条件」が情報通信審議会に諮問されたことを受けて、
デジタル放送方式の高度化に関する技術的条件の検討が
開始された。放送システム委員会の傘下に地上デジタル
放送方式高度化作業班が設置され、映像圧縮方式の高度
化に関する技術的条件、地上デジタル放送の高度化方式
に関する技術的条件の検討が進められている。
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以上の活動は、高田政幸、土田健一、岡野正寛が主に
担当した。

〔土田　健一〕

4.5.4 ARIBにおける標準化
（一社）電波産業会（ARIB）では、技術委員会・デ

ジタル放送システム開発部会においてデジタル放送に関
する標準規格などの策定が行われている。技研は、開発
部会委員長、作業班主任、タスクグループ（TG）リー
ダーなどを務めつつ精力的な寄与を行い、標準規格の策
定に貢献した。

（１） 超高精細度テレビジョン放送の伝送方式（高度広
帯域伝送方式）

超高精細度テレビジョン放送（4K・8K放送）伝送路
符号化の標準規格は、2013年４月より、衛星デジタル放
送作業班において実証実験等を行い検討された。

伝送容量拡大のために、APSK （Amplitude Phase Shift 
Keying：振幅位相変調）等の変調方式やシンボルレート
の高速化を検討するとともにサービス時間率の評価を行
い、ロールオフ率0.03、シンボルレート33.7561Mbaudを
選定した。これらの結果をまとめ、総務省・情報通信審
議会・放送システム委員会へ報告を行うとともに、2014
年７月、ARIB標準規格「高度広帯域衛星デジタル放送
の伝送方式（ARIB STD-B44）（160）」に反映させた。そ
の後、高度広帯域衛星デジタル放送の伝送方式の名称を
ISDB-S3とするとともに、実用放送衛星を利用した伝送
方式の詳細な性能評価実験結果を2016年３月に反映させ
た。

また、4K・8K実用放送に向けた運用規定の検討を進
め、2016年７月、ARIB技術資料「高度広帯域衛星デジ
タル放送運用規定（ARIB TR-B39）（161）」の策定に貢献
した。

超高精細度テレビジョン放送用受信装置については、
デジタル受信機作業班にて検討された。同作業班は、
2013年５月より、BS左旋/110°CS左旋の中間周波数（IF）
に関わる宅内配信方式を中心に検討し、2014年12月、
ARIB標準規格「高度広帯域衛星デジタル放送用受信装
置（ARIB STD-B63）（162）」を策定した。その後、光配
信方式のシステム構成追加等、９回の改定が行われた。

また、124/128° CSの4K放送受信については、2014年
７ 月、ARIB標 準 規 格「CS放 送 用 受 信 装 置（ARIB 
STD-B1）（163）」に反映された。

以上の活動は、田中祥次、高田政幸、土田健一、斎藤
恭一、筋誡 久、橋本明記、亀井 雅、長坂正史、鈴木陽
一、松﨑敬文、小泉雄貴、横澤真介が主に担当した。

（２）地上放送
ISDB-Tをベースとした地上マルチメディア放送方式

およびモバイルダウンロード型放送の標準規格は、地上
デジタル放送伝送路符号化作業班およびモバイルマルチ
メディア放送方式作業班において検討された。ISDB-T
をベースとした｢地上マルチメディア放送の伝送方式｣に
ついては、2010年４月のVHF-High帯マルチメディア放
送に係る省令・告示の改正を受けて､2010年11月、ISDB-
Tmmの伝送方式についてARIB標準規格「セグメント
連結伝送方式による地上マルチメディア放送の伝送方式

（ARIB STD-B46）（164）」を策定した。2010年度から2015
年度にかけて運用ガイドラインを追加する等、６回の改
定が行われた。一方、V-Low帯マルチメディア放送の伝
送方式については、2013年12月の省令・告示の改正を受
けて、2014年３月ARIB STD-B46の第２部として反映さ
れた。

地上マルチメディア放送におけるダウンロード型サー
ビスについては、モバイルマルチメディア放送方式作業
班で検討され、2011年３月、ARIB標準規格「デジタル
放送におけるダウンロード方式（ARIB STD-B45）（165）」
の第２部へ反映された。VHF-Low帯の地上マルチメディ
ア放送のダウンロード方式については、2013年12月の省
令・告示の改正を受けて、2014年３月ARIB STD-B45の
第３部へ反映された。

地上マルチメディア放送の受信装置については、デジ
タル受信機作業班において検討された。ISDB-Tmm 方
式を採用したマルチメディア放送に関わる受信装置につ
いては、2011年３月、ARIB標準規格｢セグメント連結
伝送方式による地上マルチメディア放送用受信装置

（ARIB STD-B53）（166）」を策定し、2012年度から2015年
度にかけてV-Low帯マルチメディア放送の受信装置に対
応した標準規格の追加等、７回の改定が行われた。

V-Low帯のマルチメディア放送用STL/TTL伝送方式
については、地上デジタルテレビジョン放送STL/TTL
作業班において検討された。2013年12月の省令・告示の
改正を受けて、2014年３月、ARIB標準規格「地上デジ
タ ル 放 送 用 デ ジ タ ルSTL/TTL伝 送 方 式（ARIB 
STD-B22）（167）」に反映された。

ホワイトスペースを活用したエリア放送型システムに
ついては、地上デジタル放送伝送路符号化作業班および
その傘下のエリア放送型システムTGで検討された。
2012年１月、情報通信審議会・情報通信技術分科会から
ホワイトスペースを活用したエリア放送型システムの技
術的条件が一部答申されたことを受け、2012年７月、
ARIB標 準 規 格「 エ リ ア 放 送 の 伝 送 方 式（ARIB 
STD-B55）（168）」を策定した。2012年度から2013年度に
かけて、ACデータ伝送等、３回の改定が行われた。
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地上デジタル放送の放送方式については、地上デジタ
ル放送伝送路符号化作業班において検討された。ARIB
標準規格「地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式

（ARIB STD-B31）（169）」に対し、2010年度から2013年度
にかけて、6MHzの伝送パラメーター表を見直すととも
に､7MHz､8MHzの伝送パラメーター表を追加する等、4
回の改定が行われた。

デジタル放送用受信装置の基本的な機能、定格及び性
能を規定するARIB標準規格「デジタル放送用受信装置

（ARIB STD-B21）（170）」の改定は、デジタル受信機作業
班で検討された。2010年度から2019年度にかけて、ダウ
ンロード機能の追加等、13回の改定が行われた。

以上の活動は、黒田 徹、中原俊二、高田政幸、田中
祥次、土田健一、古田浩之、岡野正寛、実井 仁、中村
円香、成清善一、宮坂宏明が主に担当した。

（３）多重化方式
多重化方式に関する標準規格の策定は多重化作業班に

おいて検討された。
狭帯域伝送には従来から用いられていたMPEG-2 TS

方式、広帯域伝送にはMMT・TLV 方式と拡張MPEG-2 
TS方式を使用する超高精細度テレビジョン放送の多重
化方式を選定し、総務省・情報通信審議会・放送システ
ム委員会へ報告した。その後、MMT・TLV方式に関し
て、ARIB標準規格「デジタル放送におけるMMTによ
るメディアトランスポート方式（ARIB STD-B60）（171）」
を2014年７月に策定し、2014年度から2019年度にかけて
HDR-TVの識別子の追加やアプリケーション制御などの
ためのテーブル・記述子の追加を含め14回の改定が行わ
れた。また、4K・8K実用放送に向けた運用規定の検討
を進め、2016年７月、高度BSデジタル放送の多重化、
メディアトランスポート等を規定したARIB技術資料

「高度広帯域衛星デジタル放送運用規定（ARIB TR-
B39）（161）」の策定に貢献した。

TLV・MMT方式で伝送されるデータコンテンツを放
送事業者及びコンテンツ制作事業者の相互間で交換する
際に適用するARIB標準規格「デジタル放送における
データコンテンツ交換方式（第２世代）（ARIB STD- 
B70）（172）」が2017年７月に策定された。

デジタル放送の多重化方式については、2001年５月に
策定されたARIB標準規格「デジタル放送における映像符
号化、音声符号化及び多重化方式（ARIB STD-B32）（173）」
で規格化されている。2010年度から2018年度にかけて、
超高精細度テレビジョン放送の多重化方式の反映等、６
回の改定が行われた。

デジタル放送に使用する番組情報については、1997年
６月に策定されたARIB標準規格「デジタル放送に使用

する番組配列情報（ARIB STD-B10）（174）」で規定され
ている。2010年度から2019年度にかけてマルチメディア
放送の番組配列情報および多重化方式の規定等を反映や
エリア放送用新記述子の規定追加等、16回の改定が行わ
れた。

以上の活動は、西田幸博、大槻一博、青木秀一が主に
担当した。

〔土田　健一〕

4.5.5 ケーブルテレビ伝送技術に関する国内標準化
ケーブルテレビの4K・8K伝送の規格化のため、2013

年11月に（一社）日本CATV技術協会（JCTEA）の規
格・標準化委員会にケーブル伝送方式高度化WGが発足
した。技研は、既存の伝送方式を拡張して大容量の8K
信号を分割して複数の搬送波で伝送する方式（複数搬送
波伝送方式）を開発し、ケーブル伝送方式高度化WGに
提案した。2014年８月に総務省・情報通信審議会・情報
通信技術分科会・放送システム委員会に、ケーブルテレ
ビUHDTV作業班が設置され、技研からも審議に貢献し
た。JCTEAでの検討結果をベースに委員会報告（案）
がまとめられ、諮問第2024号「ケーブルテレビシステム
の技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける超高精
細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」が一
部答申された。総務省は、ケーブルテレビにおける超高
精細度テレビジョン放送について、2015年３月20日に省
令・告示を改正した。

省令・告示の改正を受けて、技研ではJCTEAでの関
連する標準規格の改訂作業に寄与した。複数搬送波伝送
方式について、伝送路符号化を規定するJCTEA STD-
002、番組配列情報を規定するJCTEA STD-003（175）の
改訂が2015年７月に、受信機を規定するJCTEA STD-
007（176）の改訂が2015年11月に行われた。2018年10月に
は、BSデジタル放送のトランスモジュレーション信号
との搬送波共用を許可することとし、JCTEA STD-002
が6.2版（177）に改訂された。

関連する運用仕様は（一社）日本ケーブルラボで検討
され、技研はその審議にも寄与した。2015年５月には、
衛星放送の運用仕様をベースに、衛星放送の規格体系の
うち伝送路符号化方式部分を複数搬送波伝送方式に変更
するトランスモジュレーション方式（変調変換方式）の
検討を進める方針が出された。衛星放送の運用仕様が
ARIB TR-B39 1.0版として発効されたことを受け、2016
年９月にトランスモジュレーション方式が規定された
JLabs Spec-033、034の1.0版が発行された。2019年４月
には、BSデジタル放送のトランスモジュレーション信
号との搬送波共用がJCTEAの規格として許可されたこ
とを受けて、Spec-033、034が2.0版（178-179）に改訂さ
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れた。
RFでの伝送技術に加えて、管理されたIPネットワー

クでの4K・8Kを含めたマルチキャスト配信の技術的条
件を検討するため、2018年４月に総務省・情報通信審議
会・情報通信技術分科会・放送システム委員会にIP放送
作業班が設置され、技研は審議にも寄与した。技術基準
としては、MPEG-2 TSやMMT・TLVをIPマルチキャ
スト配信することとし、帯域を確保するための基準（優
先制御や専用帯域（専用波長含む）の確保）、品質を確
保するための基準（パケット損失率、遅延およびジッ
タ）について議論され、電波での放送と同等の品質を満
たす基準となるように委員会報告（案）がまとめられた。
2018年10月には、諮問2024号「ケーブルテレビの技術的
条件」のうち「ケーブルテレビにおけるIP放送等に関す
る技術的条件」として一部答申が行われた。

以上の活動は、小山田公之、中村直義、倉掛卓也、袴
田佳孝が主に担当した。

〔倉掛　卓也〕

4.5.6 ATSC3.0の標準化
米国ATSC （Advanced Television Systems Committee）

における次世代の地上デジタル放送方式ATSC3.0の標準
化活動に参加した。

入力フォーマット、変調、誤り訂正符号、信号構造等
の物理層の検討は、TG3（Technology Group 3）の下
のS32（物理層専門家グループ（The Specialist Group 
on Physical Layer for ATSC 3.0））で、多重層の検討は
S33（マネージメント＆プロトコル専門家グループ（The 
Specialist Group on Management and Protocols））で行
われた。

ATSC3.0の提案募集が、2013年３月に開始された。技
研は、物理層については、ISDB-T方式をベースとして
超多値OFDMと偏波MIMOを利用した方式を、2013年
９月に提案した。また、多重層については、IPベースの
MMT/TLV方式を、2014年１月に提案した。

物理層については、2013年10月より機能ブロック別に
性能評価等が実施され、コンスタレーション、ビットイ
ンターリーブ、MIMO、フレーム構成等、各機能ブロッ
クの審議に参加した。多重層については、2014年２月から
2015年１月までMMT/TLVとDASH（Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP）/ROUTE（Real-Time Object 
Delivery over Unidirectional Transport）の審議に参加
した。

ATSC3.0標準規格は、2017年６月に基本的な標準化手
続きが完了し，2018年１月に技術仕様の第１版が公開さ
れた。技研から提案した、4096QAMのNUC（不均一コ
ンスタレーション）、ビットインターリーブ、MIMO用

偏波インターリーブ、パイロット信号の技術がATSC3.0
の規格として採用され、また、MMTは、メディア多重
方式としてDASH/ROUTEと併記される形で採用され
た。

ATSC3.0を用いた放送は，標準化完了に先立ち2017年
５月より韓国・ソウルで開始され、本放送が韓国全土に
段 階 的 に 拡 大 さ れ て い る。 米 国 に お い て は、FCC

（Federal Communications Commission:連 邦 通 信 委 員
会）が2019年５月よりATSC3.0免許の申請受付を開始し、
2020年中の商用化が見込まれている。

以上の活動は、斉藤知弘、村山研一、中村円香、成清
善一、大槻一博、青木秀一、蔀 拓也、朝倉慎悟が主に
担当した。

〔土田　健一〕

4.5.7 3GPPの標準化
移動通信システムの技術仕様の作成を行うプロジェク

ト3GPP（3rd Generation Partnership Project）において、
マルチキャスト・ブロードキャストの技術仕様MBMS

（Multimedia Broadcast and Multicast Service）の検討
が行われている。主に無線ネットワークを所掌する
RAN（Radio Access Network）、主にサービスやシステ
ム 構 造 を 所 掌 す るSA（Service & Systems Aspects）、
そして、主に端末やオペレーターのネットワークを所掌
するCT（Core Network & Terminals）の３つのTSG

（Technical Specification Group）において審議が進めら
れている。技研は2017年９月会合から、主にTSG RAN
においてMBMSの放送利用に関する調査を開始した。

5G（第５世代移動通信システム）におけるMBMSの
検討スケジュールについて審議が行われた結果、2018年
６月のTSG RAN会合において、4G（第４世代移動通信
システム）の信号構造であるLTE（Long Term Evolution）
をベースとした5G MBMSの検討を開始することが決定
した。このため、技研は2018年10月会合から、物理層を
所掌するRAN WG1（Working Group 1）の作業班審議
に参加し、5G MBMSの要求条件「半径100km以上の大
ゾーン」、「時速250km/hの高速移動受信」を満たす物理
層仕様を調査した。

2018年10月以後、EBU（European Broadcasting Union）
と連携して5G MBMSの審議動向の調査を進めた。2019
年11月のRAN WG1会合において、EBU等と連名でLTE
ベースの5G MBMSに時間インターリーブ技術の導入を
促す寄与文書を入力した（180-181）。しかし、標準化作業の
スコープ外であり、十分に議論できていないとする、一
部のメーカーの意見により時間インターリーブは採用さ
れなかった。2019年12月、LTEベースの5G MBMSの検
討がおおむね完了し、2020年度に規格発行の見込みと
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なった。また、5Gの基本技術であるNR（New Radio）
ベースの5G MBMSについては、2020年６月以後に審議
が開始されることが決定した。

この活動は、村山研一、中戸川 剛、蔀 拓也、佐藤明
彦が主に担当した。

〔中戸川　剛〕

4.6 国際対応
4.6.1 衛星放送

日本と各国の主管庁との衛星周波数調整会議に技術局
とB-SAT社と共に参加し、衛星放送の現在および将来
の周波数権益確保に努めた。2014年度はロシア、2015年
度は韓国および中国、2016年度はマレーシア、2017年度
はロシアおよび米国、2018年度は韓国、英国および中国、
2019年度はロシアとの衛星周波数調整会議に参加した。
12GHz帯衛星放送に関しては、12GHz帯ダウンリンク

（左旋）、17GHz帯アップリンク（左旋）、12GHz帯およ
び18GHz帯のテレメトリとコマンドについて、21GHz帯
衛星放送に関しては、21GHz帯ダウンリンク、14GHz帯
および17-18GHz帯アップリンク等について調整が行わ
れた。なお、2016年度にはITU-R事務局に新4K8K衛星
放送で使用する左旋衛星放送用周波数の通告が行われ、
国際周波数登録原簿に登録されて、新4K8K衛星放送が
可能となった。

また、2014年度のIBC（International Broadcasting 
Convention）でISDB-S3による8K衛星放送の伝送システ

ム を 展 示 し、2016年 度 の 電 子 情 報 通 信 学 会ISAP　
（International Symposium on Antennas and Propagation）
で8K衛星試験放送を展示した。さらに、2019年度の
APG19-5（The 5th Meeting of ASIA-PACIFIC 
TELECOMMUNITY Conference Preparatory Group 
for WRC-19）とABU（Asia-Pacific Broadcasting Union）
東京会合では本放送が始まった8K衛星放送の受信シス
テムを展示した。

以上の活動は、田中祥次、筋誡 久、亀井 雅、横畑和
典、中澤 進、長坂正史、鈴木陽一、小泉雄貴、横澤真
介が主に担当した。

〔横畑　和典〕

4.6.2 地上放送
ARIBのデジタル放送普及活動作業班DiBEG（Digital 

Broadcasting Experts Group）および傘下の新採用国タ
スクフォースの活動、さらに各国でのセミナー講師、緊
急警報放送のデモンストレーション等を通じて、日本の
地上放送方式（ISDB-T）の国際普及に貢献した。2009
年度までの活動を通じて、中南米の多くの国でISDB-T
が採用されており、2010年度以降は、東南アジアやアフ
リカにおけるISDB-Tの普及活動にも協力してきた。
2010年度以降で新たにISDB-Tが採用された国は、コス
タリカ、パラグアイ、フィリピン、ボリビア、ウルグア
イ、モルディブ、ボツワナ、グアテマラ、ホンジュラス、
スリランカ、ニカラグア、エルサルバトル、アンゴラと
な っ て お り、2019年 度 末 時 点 で は、 海 外19か 国 で
ISDB-Tが採用されている（表4.3）。

また、研究開発を進めてきた次世代の地上放送伝送
技術についても、研究成果のアピールや国際的な技術
交流を推進した。2013年度、2014年度、および2019年
度のNAB （National Association of Broadcasters）Show、
2019年度のIBC、2014年度および2019年度のSET（Brazilian 
Society of Television Engineering）EXPOに お い て、

図4.36　地上波の8Kライブ伝送（リオ五輪）

表4.3　ISDB-T採用国（2019年度末時点）

国名 採用年
日本 —

ブラジル 2006年 6月
ペルー 2009年 4月
アルゼンチン 2009年 8月
チリ 2009年 9月
ベネズエラ 2009年10月
エクアドル 2010年 3月
コスタリカ 2010年 5月
パラグアイ 2010年 6月

フィリピン 2010年 6月
2013年11月（再採用）

ボリビア 2010年 7月
ウルグアイ 2010年12月

モルディブ 2011年10月（国営放送が採用）
2014年 4月（国家として採用）

ボツワナ 2013年 2月
グアテマラ 2013年 5月
ホンジュラス 2013年 9月
スリランカ 2014年 5月
ニカラグア 2015年 8月
エルサルバトル 2017年 1月
アンゴラ 2019年 3月
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SHVの地上伝送の展示を行った。2016年度のリオデジャ
ネイロ五輪では、ブラジルの放送局TV-Globoと共同
で世界初となる地上波の8Kライブ伝送を実施した（図
4.36）。また、ブラジルの規格化組織SBTVD-Forum

（Fórum do Sistema Brasi le iro de TV Digita l 
Terrestre）や、韓国の研究機関ETRI（Electronics and 
Telecommunications Research Institute）と次世代地上
放送技術に関する情報交換を進めるとともに、世界の放送
事業者が集まるFOBTV（Future of Broadcast Television）
会合や欧州のEBU（European Broadcasting Union）、米
国のATSC（Advanced Television Systems Committee）、
次 世 代 の モ バ イ ル 通 信 規 格 を 検 討 す る3GPP（3rd 
Generation Partnership Project）などの国際標準化機
関・プロジェクトにも参加して、標準化を推進した。特
に最初にISDB-Tを採用したブラジルとは、2015年度に
発足したDiBEG傘下の日伯共同作業部会等対応次世代
放送検討タスクフォースへの参画等の活動を含めて、緊
密に連携を進めた。

この活動は、伊藤泰宏、古田浩之、高田政幸、土田健
一、岡野正寛、村山研一、実井 仁、中戸川 剛、中村円
香、神原浩平、成清善一、白井規之、蔀 拓也、朝倉慎
悟、宮坂宏明が主に担当した。

〔神原　浩平〕
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