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2.1 放送と通信の連携技術

HybridcastTM

放送と通信のそれぞれの優れた特徴を生かし、放送だけでは
実現困難な新しい放送サービスを提供可能なHybridcastTMの研究
を進めている（1）。

■ Hybridcast基盤システム技術
視聴者や時代のニーズに応じた様々なサービスを展開可能で、
柔軟性、拡張性を確保したHybridcastの基盤システムの研究を開
始した（図1）。技研公開2010では、PCベースの受信機による基
本システムを構築し、Hybridcastのコンセプト提案とサービス例
の展示を行った。サービス例としては「カスタマイズサービス」、
「ソーシャルテレビサービス」、「お薦め番組サービス」、「携帯端

末連携サービス」の4つを展示した（2）。
「カスタマイズサービス」は、放送中の番組に関連する情報を通
信で提供することで、各個人のニーズに合った視聴を可能にす
るサービスである。例えば、外国人向けの多言語字幕や高齢者
向けの話速変換音声などである。このサービスに向け、放送と
通信から送られてくる様々なコンテンツを、受信機でタイミン
グを合わせて表示する同期合成技術を開発した。「ソーシャルテ
レビサービス」は、インターネットで普及しているSNS（Social
Networking Service）を放送の視聴と融合させるサービスである。
技研公開では、SNSに入力される視聴者からの意見や感想を番
組と同時にテレビ画面上に表示・入力するサービスを展示した。
「お薦め番組サービス」は、数多くのVOD番組ライブラリーの中
から、視聴中の番組に関連した番組や、視聴者の嗜好やニーズ
に合った番組を提供したり、ブックマークに登録できるサービ
スである。また、「携帯端末連携サービス」では、2次元コードを

HybridcastTMは、（財）NHKエンジニアリングサービスの商標です。

デジタル放送の開始から10年が経ち、2011年7月の
完全デジタル化（一部地域を除く）を前にして、技研で
はより便利で使いやすいデジタル放送の高度化を目指
して研究を進めた。
2008年に開始したNHKオンデマンドを一例として、
放送と同様のコンテンツを通信経由でいつでも視聴で
きるようになり、デジタル放送とブロードバンドの普
及による放送・通信の連携・融合が本格化する時代で
ある。これを反映して、2009年からのNHK3か年経営
計画の中の経営方針には「放送・通信融合時代を先導
する技術の研究・開発の推進」が含まれた。技研では
この観点からも放送通信連携技術の研究開発に取り組
んだ。
技研公開2010において、それまでに研究開発した通
信を活用した技術を取り込み、新たにHybridcastTM

という名称で放送通信連携システムを提案した。
Hybridcastは、すでに世の中に現れているインター
ネット接続機能を持つテレビで実現できる双方向番組
や通信コンテンツの視聴に留まらず、放送と通信の両
方から得られるコンテンツを同時に利用する、アプリ
ケーションにより多様な楽しみ方を提供する、ソー
シャルネットワークや携帯端末を活用するなど、より
高機能なサービスを実現するための技術を導入してい
る。技研公開2010後には、Hybridcastのシステム検討
やコンテンツ提示の高精度同期化を始め、早期の仕様
の確立と実用化を目指して研究を行った。併せてセ
キュリティ技術についても、携帯端末とテレビ受信機
の連携が容易になるようなID連携技術、効率的でかつ

容易に鍵の更新も可能な認証技術、映像コンテンツの
識別を行うための電子透かし技術などの研究に取り組
んだ。また、現在利用されているCASの高度化を目指
すダウンローダブルCASの研究も進めた。
将来の放送通信の全IP化の時代を見越して、現在の
デジタル放送で用いられている多重方式であるMPEG
-2 Systemsを拡張し、複数の伝送路のコンテンツを
組み合わせて利用できる高機能な多重方式についても
研究を進め、MPEGへの提案を行った。また、イン
ターネット経由で多数の端末にライブ映像を安定に配
信するために、ピアツーピア（P2P）による映像配信技
術を開発し、プロトタイプシステムの実運用により有
効性を確認した。
併せて、ウェブ上で得られる様々な情報と連携した
サービスを提供できるクラウド型CG映像コンテンツ
制作システムの開発を進めた。また、放送を媒介とし
たソーシャルテレビサービスteledaの中規模実証実験
を行った。
一方、アナログテレビ放送終了後のVHF帯1~3チャ
ンネルにおける携帯端末向けマルチメディア放送での
利用に向け、移動環境で新たなサービスを実現できる
伝送方式や受信アンテナの研究を進めた。また、地上
デジタル放送の同一チャンネル干渉除去技術、ガード
インターバル越えマルチパス等化技術の開発を進め、
装置の小型化を達成した。また、ISDB-Tの国際展開
に寄与するため、日本と異なる7MHzや8MHz帯域幅
への対応も行った。
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利用してテレビと携帯端末をリンクし、携帯端末でお薦め番組
を楽しんだり、予約録画の操作などを可能にするサービスを展
示した。
さらに、システムの開発を通して得られた知見や課題などを
整理し、Hybridcastシステムの要求条件をとりまとめた。また、
多様なサービス展開を可能とし、既存受信機との互換性を有す
る全体システム構成や受信機API、シグナリングの設計など具体
的な検討を進めるとともに、実現性を検証するためにメーカー
と協力し、受信機ベース試作機の開発なども行った。さらに、
同期技術の高精度化を進め、映像フレーム単位での同期技術を
実現し、マルチアングルや2眼立体映像の提示などのサービスが
可能であることも示した。
これらの検討・検証をもとに、システム構成、サービスモデ
ル、技術要件などをとりまとめたHybridcastのシステム仕様
1次案の策定を行った。
また、技研公開2010、ABU東京総会、IBC2010などでの展
示、映像情報メディア学会冬季大会での講演などを通して、
Hybridcastのアピールに務めた。
今後は、セキュリティなどの研究とも連携して詳細に検討を
進め、基盤システム全体のシステム仕様策定、実用化検証シス
テム開発を進めていく。

■新多重技術
Hybridcastでの利用を見越して、放送と通信で伝送する映像・
音声・データなどの番組を構成するコンポーネントを柔軟に組
み合わせる多重技術の研究を進めた。
現在のデジタル放送はMPEG-2Systemsを多重方式として用
いて、番組は1つのTS（Transport Stream）に多重されている。同
方式は、放送と通信で別々に伝送されるTSのコンポーネントを
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設計した。具体的には、TSをベースとして、
通信ではTSをIPで伝送する方法と、IPをベースとして、放送も
通信もIPで伝送する方法との2つを考え、それぞれにおける多重
方式を検討した。
TSをベースとする方式では、インターネットではクロック伝
送が困難であることから、通信で伝送するコンポーネントに放

図3 ATSのプロトコルスタック

図2 ATSのコンポーネント同期手法

図1 Hybridcastのシステム概念図
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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
期再生を可能とした。そして、放送・通信それぞれのコンポー
ネントを参照する制御メタデータとしてAPMT（AdvancedPMT）
を設計した。放送・通信いずれでも伝送可能とするため、APMT
はTSの制御メタデータの伝送フォーマットであるセクション構
造をとる。
一方、放送・通信どちらもIPで伝送可能であればIPをベースと
した多重化が可能となり、伝送路を柔軟に組み合わせることが
可能になる。そこで、IPをベースとする多重方式としてATS
（Advanced Transport Scheme）を開発した。ATSでは、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、一部のタイ
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することで、同期再生を可能とした（図2）。
また、ATSでは、映像・音声コンポーネントだけでなく、ファ
イルダウンロード、FEC（Forward Error Correction）情報、制御
メタデータを共通フォーマットのATSパケットで扱うことが可
能であり、多様な伝送路を用いた配信を統合して扱うことがで
きる（図3）。これらの方式を、新たなトランスポート方式MMT
（MPEGMedia Transport）の標準化を目的とするMPEGに提案し
た。

■ IP配信技術
Hybridcastの実現に向けて、通信網を利用して大規模かつ安定
したコンテンツ配信を低コストで実現することを目指して、オー
バーレイネットワーク技術を用いたコンテンツIP配信方式の研究
を進めている。
2010年度は、インターネットで同時に多数の端末に向けてラ
イブ映像を配信する技術として、ピアツーピア（P2P）技術を用
いたライブ配信方式を開発し、プロトタイプシステムを試作し
た。
開発した方式は、耐障害性を高めるために、端末間の配信経
路を多重化したメッシュ型の配信ネットワークを構成するとと
もに、大規模かつ安定な配信を実現するために、端末のつなが
る回線環境を考慮した接続制御を行うことを特長としている。
具体的には、上り帯域速度が大きい端末ほど、下位に接続でき
る端末数を大きくするとともに、できるだけ配信ネットワーク
の上位に配置する接続機能を開発した。また、通常はインター
ネット側からの接続要求を受付けることができないNAT

（Network Address Translator）配下の端末であっても、逆に当該
端末からNAT外の端末に接続して受信要求の有無を問合わせる
ことでコンテンツの中継を可能とする接続機能を開発した。
上記の機能を実装した配信システムを試作して、技研公開
2010の講演・研究発表やNHK学校音楽コンクールのインター
ネットライブ配信に利用し、配信ネットワークの安定性とサー
バー負荷の軽減効果を確認した（図4）。
また、さらなる安定性の向上に向け、各端末の配信状態を考
慮して自律的に接続状態を変更する制御方式について検討を進
め、シミュレーションによりその効果を確認した。

■今後の進め方
今後は、関連部局との連携を強化し、Hybridcast全体システム
の仕様策定と実用化検証システム開発を加速していく。また、
技研公開での展示などを通したアピールを継続し、Hybridcast
に賛同する事業者・メーカーへの仕様案公開とオープンな議論
による仕様の策定を進め、Hybridcastの標準化、実用化を目指し
ていく。

〔参考文献〕
（1）加藤：“技研における放送通信連携技術研究の概要，”NHK技研

R&D, No.124, pp.4-9（2010）
（2）松村，金次：“HybridcastTMの概要と技術，”NHK技研R＆D,No.124,

pp.16-17（2010）

SNS、CGM

放送をきっかけにした視聴者の交流の場を提供するSNS
（Social Networking Service）、視聴者の映像コンテンツによる
情報発信を支援するCGM（Consumer GeneratedMedia）の研究
を進めている。

■ソーシャルテレビシステム
番組視聴をきっかけとして、人と人、人と社会を結ぶ「公共の
広場」の実現を目指し、ソーシャルテレビシステムの研究を進め
ている。「公共の広場」は、テレビ、PC、携帯端末など視聴者に

身近な様々なデバイスを用いて、視聴者が安心して情報発信、
意見交換、情報共有できるインターネット上のコミュニケーショ
ンの場である。本研究では、ソーシャルネットワークの活性化
につながる動画配信／処理技術、番組推薦技術、ユーザー操作
分析技術などの様々な要素技術と、これら要素技術を簡易に統
合するためのプラットフォーム技術など、システム化のための
技術検討を進めている。
2010年度は、SNSを利用した番組推薦手法を提案した。一般
のSNSの情報から、多くの番組に関して書き込んでおり、かつ人
気のあるユーザーをカリスマユーザーとして抽出する。そして、
SNS上で関係のあるユーザーやカリスマユーザーの書込みから
視聴した番組を推定し、視聴した番組に関連する放送予定番組
を推薦する手法である。また、コメントデータを表示デバイス

図4 P2Pライブ配信システム
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に合わせてリアルタイムに分析・加工する技術を提案し、グラ
フ化したり漫画風に表示したりするシステムを試作した（図1）。
システム検討では、2009年度から動画配信とSNSを基盤とし
て構築しているソーシャルテレビサービスシステムteledaのプ
ラットフォーム化を進めた（図2）。teledaの機能拡張用のAPI
やソーシャルデータを分析するためのAPIを開発することで、上
述のカリスマユーザーによる推薦技術を導入したり、番組動画
を10秒程度に自動的に短縮する「スナップショット映像」生成シ
ステムを開発したほか、ユーザーの視聴傾向分析などを行った。
さらに、NHKネットクラブの認証機能と連携することで、1000
人規模のユーザーを対象とした中規模実証実験を実現した。実
験では、番組と連動したイベントなど放送局ならではのサービ
スを盛り込むなどして、視聴行動や書き込みのデータの収集を
行い、ソーシャルテレビサービスが、多種多様な番組の視聴の
きっかけとなり、視聴者間のコミュニケーションを活性化する
場として有効であることを確認した。

■視聴者によるコンテンツ制作・配信システム
視聴者がブログ感覚で簡単に番組を制作し、公開・視聴でき
るインターネットテレビシステムとしてオムニリソース型メディ
アの研究を進めている。
2010年度は、視聴者による番組制作を容易にするため、従来
ローカルパソコン上で動作していた番組制作記述言語TVML（TV
programMaking Language）によるCG映像コンテンツ制作機能
をサーバー側で行うクラウド型CG映像コンテンツ制作システム
（図3）を開発し（1）、技研公開2010で展示した。クラウド型のシス
テムとすることで、ニュース素材を取り込んだ番組の自動制作
など、ウェブ上で得られる様々な情報と連携したサービスを提
供することも可能となる。また、番組の演出の高度化を目指し、
ユーザーが記述したルールを基にCGキャラクターがシーンの状
況に応じて自動的に動作を変化させる手法を開発した（2）。さら
に、細やかな表情を表現できるようTVMLの機能拡張を行った。
開発したTVML関連技術が、放送センターでの番組、イベント
利用に加え、地方局の会館公開や福岡局開局80周年記念特番で
も利用された。番組「デジスタ・ティーンズ」では高校生が、ま
た、NHK文化祭のイベントでは一般の参加者が、いずれもTVML
関連ツールを使って映像コンテンツを制作した。

〔参考文献〕
（1）浜口，金子，道家，井上，熊澤：“CG映像コンテンツのライブ型サー

バサイドレンダリングに関する検討，”FIT2010, No.3, K-039,
pp.707-708（2010）

（2）道家，浜口，金子，井上：“テンプレート処理と適応処理の組み合わ
せによる高機能APEの試作，”FIT2010, No.3, K-040, pp.709-710
（2010）

図1 表示デバイスに合わせたコメント分析データのリアルタ
イム提示システム

図2 teleda実験サイト

図3 クラウド型CG映像コンテンツ制作システム
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2.1.3
セキュリティ基盤

セキュリティ基盤の研究では、Hybridcastにおけるセキュリ
ティ、放送における著作権の保護、放送と通信との連携を想定
した個人情報の保護など、安全・安心な放送や通信のサービス
提供を目指して研究を行っている。

■ Hybridcast受信機におけるセキュリティ技術
放送と通信が混在するHybridcastの環境において、安全・安心
なコンテンツ提供を実現するために、Hybridcastにおけるセキュ
リティの研究を進めた。2010年度は、セキュリティに関する要
求条件の検討を進めるとともに、通信経由で提供されるアプリ
ケーションの管理モデルの基本設計を行った。また、アプリケー
ションによる通信コンテンツの混在提示に対して、緊急災害時
の放送内容に応じてアプリケーションの提示位置などを適切に
制御できる方式を開発した。さらに、アプリケーションの提示
制御にかかわるセキュリティポリシーの記述や伝送方式につい
て基本設計を行った。また、世界放送連合（WBU：World
Broadcasting Unions）やアジア・太平洋放送連合（ABU：Asia
-pacific Broadcasting Union）では、ハイブリッドテレビに関す
る混在提示の議論を進めており、ABUに設置されたタスクグルー
プに対して、混在提示の考え方について寄与を行った。
アプリケーションを配信する際に、アプリケーションの開発
者もしくは配信者の正当性を確認し、アプリケーションが改ざ
んされていないことを検証するための電子署名方式も開発した。
開発した方式は、署名を検証する受信機内の検証鍵1つで複数の
署名を検証することができ、検証鍵のデータ量を削減できる。
また、アプリケーション開発者などが保有する個々の署名鍵を
オンラインで逐次更新でき、インターネットのような通信路を
用いても安全に鍵の更新が可能になる。また、アプリケーショ
ン開発者が開発から撤退した際に鍵を無効化することも容易な
方式である（1）。

■放送サービスと個人向け通信サービスの連携およ
びデバイス連携技術
放送サービスと電子行政などの個人向け通信サービスとの連
携を目的に、データ放送と通信コンテンツを受信機上で合成・
提示する手法とID連携・サービス連携手法を組み合わせたID
連携フレームワークを開発し、システムの試作を行った（2）（図1）。
このフレームワークによって、プライバシーを守りながら通信
プロバイダーが提供するサービスの利用がデータ放送の中で可
能になる。この研究は、東京工業大学と共同で実施した。
また、1台の受信機で複数のユーザーが個人向け通信サービス
を安全かつ利便性よく利用できるようにするために、受信機内
の個人情報の管理方式およびアクセス制御方式を検討し、複数
のユーザーによる利用を想定したマルチアカウント受信機を試
作した。
さらに、携帯電話などのパーソナルデバイスを利用した新し
い視聴サービスに必要な、受信機とのデバイス連携手法を検討・
試作し、連携に必要な情報を整理するなど要求条件の検討を進
めた。

■次世代アクセス制御技術
より安全で確実なアクセス制御と著作権保護を実現するため
に、鍵関連情報の処理機能や暗号アルゴリズムなどのセキュリ
ティ機能を放送波や通信経由で追加更新が可能なダウンローダ
ブルCAS（Conditional Access System）の研究を進めている。
2010年度は、2009年度に開発したFPGA（Field Program-
mable Gate Array）を用いたCAS実験装置をベースにして、現行
のデジタル放送で運用が可能となるダウンローダブルCASシス
テムの詳細設計を進め、ダウンローダブルCAS受信機を試作し
た。また、ダウンローダブルCASのモジュールを受信機のシス
テムLSIに実装することを想定して、その課題の洗い出しと基礎
検討を進めた。
また、ARIB標準規格で規格化されているコンテンツ保護専用
方式に適用する自動表示メッセージ方式を開発し、ARIB規格化
への寄与を行った。

■暗号・認証技術
多数のコンテンツプロバイダーが参入できる、効率的でセキュ
アなコンテンツ配信システムの構築を目的に、複数のコンテン
ツプロバイダーがコンテンツをマルチキャストで配信する際に、
1つの公開鍵でコンテンツを暗号化して配信し、受信機側ではそ
れぞれ異なる秘密鍵で復号できる公開鍵暗号方式（放送型暗号方
式）を開発した。現行のデジタル放送ではCASの機能として視聴
者個別宛のメッセージを実現しているが、本方式においても効
率的に個別メッセージを配信する機能を付加した。
また、視聴者の受信機から秘密鍵が流出した際に、流出元の
受信機を特定することが可能な放送型暗号方式を開発した。こ
の方式では、既存の方式より公開鍵、秘密鍵、暗号文のデータ
サイズが小さくなり、かつ安全性が高い方式であることを証明
した。
これらの研究は、（独）産業技術総合研究所と共同で実施した。

■電子透かし技術
放送番組の違法アップロードの抑止と放送局内における番組
素材などの識別を目的として、電子透かし技術の開発を進めた。
電子透かしの埋め込みアルゴリズムの改善や並列処理の採用、
および検出アルゴリズムの最適化により、画質劣化を伴わず番
組識別に必要な80ビット以上の情報をリアルタイムでコンテン

図1 ID連携フレームワークによって放送サービスと個人向け
通信サービス（ねんきん情報）を同時に表示した例
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ツに埋め込み、これを高速に検出することを可能にした。また、
電子透かし埋め込みおよび検出ソフトウェアを汎用的なライブ
ラリー形式で実装することにより、放送局内のファイルベース
システムなどへの組み込みを容易にした。
本電子透かしは、各種映像符号化方式に対して高い圧縮耐性
を有するとともに、サイズ縮小やアナログ変換などを受けた映
像からの検出も可能である。本技術をインターネットでライブ
配信される映像に適用し、符号化した映像から電子透かしとし
て埋め込まれた情報を高速に取り出せることを実証した（3）。ま
た、技術局と共同で、天気カメラなどの素材映像に識別番号を

リアルタイムで埋め込み・検出するシステムを開発した。この
研究は、三菱電機（株）と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）大竹，小川：“放送・通信連携サービスのためのアプリケーション認

証方式，”暗号と情報セキュリティシンポジウム，3E3-1（2011）
（2）山村，藤井：“放送通信融合サービスのためのアイデンティティー管

理とサービス連携，”NHK技研R&D, Vol.124, pp.18-23（2010）
（3）大亦，真島，井上，菅井，山田，西川：“インターネットによる映像

配信システムへの電子透かしの適用，”映情学年次大，10-8（2010）

2.2 携帯・移動体向け伝送技術

■ VHF-Low帯マルチメディア放送
アナログテレビ放送終了後のVHF帯1~3チャンネル（VHF-
Low帯）を利用する携帯端末向けマルチメディア放送の実用化に
向けた研究を進めている。2010年度は、技研の屋上にVHF-
Low帯の実験試験局を開設し、リアルタイム型放送の受信エリア
の検証、蓄積型放送の蓄積受信特性の評価、および、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を行った。
リアルタイム型放送の受信エリアについては、2009年度に試
作したVHF対応受信装置を用いて野外受信実験を行い、都市部
における受信電界強度と受信TSパケット誤り率の関係を求め、
移動受信の回線設計の検証を行った（1）。併せて、都市部における
外来雑音を測定し、その影響についても検討した。
データカルーセルによる蓄積型放送の蓄積受信特性について
は、DDB（Download Data Block）のブロックサイズ、コンテン
ツサイズをパラメーターとし、移動受信環境におけるコンテン
ツの再送回数と蓄積成功率の関係を室内実験により明らかにし
た（2）。
蓄積型放送は、たとえば、ニュースでは政治、経済などジャ
ンルごとに分類し蓄積でき、ニュースの項目ごとに差し替えが
可能であること、天気予報では最新の情報に上書き更新が可能
であることが望まれる。このため、蓄積型放送の伝送方式につ
いては、ニュース、天気予報、シリーズドラマなどコンテンツ
の種類に応じて、それぞれにふさわしい蓄積動作を指示する情

報を送信側から付加して伝送することで、受信機がコンテンツ
を自動的に分類して蓄積できる仕組みを考案し、VHF-Low帯マ
ルチメディア放送の運用規程案に盛り込んだ。さらに、2009
年度に試作した小型受信装置に、上書き更新、シリーズ予約、
およびコンテンツ種の判別機能などを追加する改修を行って、
考案した方式の動作検証を行った（図1）。

■携帯・可搬型アンテナ
VHF-Low帯マルチメディア放送の携帯受信機用小形アンテナ
の研究を進めた。折返し型方形ループアンテナの構造を適用し、

きょう
さらに、グラウンド板と筐体を利用して低周波数化した。電子
書籍端末やカーナビに内蔵できる大きさとして100mm×170
mmのアンテナを試作した（図2）。また、受信機と接続して野外
実験を実施し、携帯端末を模擬した受信環境で受信できること
を確認した。

■次世代地上デジタル放送の携帯・移動体向け伝送方式
現行の地上デジタル放送方式ISDB-Tでは、固定受信向けのハ
イビジョン放送と携帯・移動体向けのワンセグサービスが同時
にできる伝送方式となっているが、このメリットを生かしつつ
大容量伝送を可能にする研究を行っている。携帯・移動体向け
でもハイビジョン放送が可能となる方式の実現を目指して、劣
悪な受信環境でも安定に大容量の情報を伝送できるように、
ISDB-TをベースとしたMIMO-OFDM（Multiple-Input Multiple
-Output - Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing）伝送方

図1 試作小型受信装置

図2 携帯受信機用試作小型アンテナ
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式の検討を進めている。
2010年度は、2009年度に試作した送受信装置を用いて、直
交符号化したスキャッタードパイロットの伝送路応答の推定特
性などの室内伝送実験を実施した。さらに受信特性を改善する
ため、受信アンテナを2本とした2×2のMIMO化、および、RF
信号で受信できるように受信装置にチューナー部およびAGC
（Automatic Gain Control）部を追加した。また、直交偏波共用受
信アンテナを試作し、この受信アンテナを利用した伝搬特性測
定野外実験を実施し、直交偏波による受信電界データを取得した。

〔参考文献〕
（1）実井，岡野，中原：“VHF-Low帯マルチメディア放送における蓄積

コンテンツ情報テーブルの検討，”映情学技報，Vol.34, No.33, BCT
2010-58, pp.13-16（2010）

（2）中村，実井，岡野，中原：“VHF-Low帯マルチメディア放送の野外
伝送実験，”映情学冬季大，10-4（2010）

2.3 受信改善技術

■干渉除去技術
地上デジタル放送の受信における同一チャンネル干渉の対策

ひずみ
として、伝送路歪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を開発し、実用化対応を
行っている。
2010年度は、IC化した信号処理部を搭載したブースタータイ
プの小型干渉除去装置を試作し、技研公開2010で展示すると共
に、信号処理部をFPGAで構成した2009年度試作の装置を用い
て、広島県庄原市の田野河内（自主共聴）、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、すべてのチャ
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、他の地域で別の番組を放送し
ている地上デジタル放送波から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ー処理を追加する信号処理アルゴ
リズムの改善を行い、試作装置の開発を進めた（図1）。

■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信号を一括して
FFTし、周波数領域でマルチパス等化を行う技術を開発し、実用
化を目指して研究を進めている。2010年度は、GI内低D/Uマル
チパス耐性強化済みの試作機を用いて、西伊豆町などで野外実
験を行うとともに、嶺南ケーブルネットワークでの実験に参加
して、その性能を検証した。また、マルチパスの遅延拡がりが
大きい場合の改善効果をより一層高めるため、遅延プロファイ
ル上でのマルチパスの検出にアダプティブリーク処理を導入す

図1 SFN環境における干渉除去特性（マルチパスD/U特性） 図2 野外移動受信実験結果
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る処理アルゴリズムの改善を行い、試作装置に反映した。さら
に、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の開発を進めた。

■地上デジタル放送のハイビジョン移動受信特性改善
地上デジタル放送のハイビジョン番組を、自動車やバスなど
の移動体でも安定に、また、より広い受信エリアで受信するた
めの研究を進めている。
8つの受信アンテナを利用して最大比合成を行う8ブランチス
ペースダイバーシティ（8Br-SD）受信技術と、ビタビ復号とリー
ド・ソロモン復号を繰り返し復号する誤り訂正技術の2つの要素
技術を利用した、繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシ

ティ受信機（2009年度に試作開発）を用いて室内伝送実験による
特性改善効果の確認や、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（図2）。従来の4ブランチスペースダイ
バーシティ（4Br-SD）受信機では、電界強度（受信アンテナ高10
mでの計算値）が75dBμV/m以上のエリア内で受信率90％以上
が得られたが、繰り返し復号型8Br-SD受信機では、70dBμV/m
以上のエリア内で受信率90％以上が得られ、より広い範囲で受
信できることを確認した（1）。

〔参考文献〕
（1）成清，高田：“繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシティ受

信装置を用いた地上デジタルハイビジョン放送の野外移動受信実験，”
映情学技報，Vol.35, No.5, BCT2011-29, pp.49-52（2011）

2.4 ISDB-Tの高度化

■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
して勧告されたISDB-Tでは、それぞれの帯域幅に対応した伝送
パラメーターが既に規格化されている。日本は6MHz帯域幅であ
るため、6MHz帯域幅用ISDB-T変調器や受信機が開発され、実
用化されている。また、ISDB-Tは中南米を中心に11カ国で採用
されたが、すべて6MHz帯域幅の国である。

アジア、アフリカなど7MHz、8MHz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）を2009年度末に
試作開発した（図1）。2010年度は、試作した受信機に関して、
最低入力電力、ガウス雑音特性、マルチパス特性、干渉特性な
どの室内伝送実験を実施し、国内のISDB-T受信機と同様の特性
であることを確認した（図2）。また、本受信機を用いて、南アフ
リカやブラジルでの展示や、南部アフリカからの見学者に対す
る展示を行った。

図2 マルチパスの遅延時間に対する所要D/U図1 試作受信機の外観
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