
4.1 ネットワークを活用した番組制作システム
IP（Internet Protocol）を用いるブロードバンドネットワークを
素材伝送手段として活用する研究および、番組ファイルを継続
して保存し有効活用を図る分散サーバー放送システムの研究を
進めている。

■素材伝送の高機能化
複数の利用者により通信回線が共用されるベストエフォート
IPネットワークにおいて、混雑などによる利用可能帯域の減少や
パケットロスが生じても、映像を途切れさせずにライブ伝送を
行う技術を開発している。
報道室などから放送局などへの1対1の伝送では、利用可能帯
域と品質を計測し、符号化データとパケットロス回復の通信が
利用可能帯域内に収まるように映像の圧縮率を制御して伝送す
る装置の実用化を進め、互換性の向上のためのエンコーダーの
改善などを行った（1）。
一方、素材映像を複数の受信端末でモニターする場合などの
1対多、多対多の映像配信型の伝送では、エンコーダーからの信
号を個々の受信端末に分配するサーバーおよびその前後のアッ
プリンク、ダウンリンク回線の部分に通信が集中する。配信数
が増加すると、ここで混雑が発生し品質劣化が発生するように
なる。そこで、現在の受信端末数および受信映像数からボトル

ネックとなる箇所における使用帯域を算出し、これが限度内に
収まるように符号化ビットレートを逆算してリアルタイムにレー
ト制御エンコーダーを制御することで、映像を途切れさせない
映像分配システムを開発した（図1）。

■放送局システム
放送局システムの研究では、ファイル化の進展により今後増
大し続ける番組ファイルの活用に着目し、ポストファイルベー
スとなる次世代の放送局システムを目指した分散サーバー放送
システムの研究に着手した。
システムは、番組を蓄えるデータベース機能を持つ広域分散
ファイルシステム、高速映像処理のためのクラウド型コンテン
ツ処理システム、番組ファイルを高速に切り替えて閲覧視聴で
きるサービスとそのための番組ファイル編成送出配信システム
で構成され、基本的要件の検討と必要な機能の考案と設計開発
を進めている。
広域分散ファイルシステムは、集中管理機構を持たずに、放
送局の増え続けるファイルを仮想的な1つのストレージに拡張性
を持って保管し共用する。2010年度は、映像や音声、テキスト
などにインデキシング情報などを付加できるマルチレコード構
造のファイル管理機構の検討を行った。さらに、分散配置され

高品質で魅力的なコンテンツの効率的な制作、新しい
映像表現の実現、安全・安心を確保する緊急報道の支援
などを目指し、高度番組制作技術の研究を進めている。
IP（Internet Protocol）を用いたブロードバンドネッ
トワークを素材伝送手段として活用する研究を進め、
回線利用状況に応じて映像エンコーダーを制御し、映
像を途切れさせずに伝送や分配する技術を開発した。
また、番組ファイルを継続して保存し、クラウド技術
を用いてコンテンツの有効活用を図る分散サーバー放
送システムの研究を進めた。
偏光瞳分割光学系を用いて、距離情報と表面反射特
性を同時に取得するカメラを開発した。この情報を用
いて、撮影している実空間の情報などを取得・活用し、
簡易な操作で高度な合成・加工ができるシステムの試
作を進めた。
高品質音声合成では、合成のための音声データベー
スを効率的に拡張する方式の検討と実験を進めるとと
もに、放送時間に合わせた調整などの実用的な機能を
導入した気象通報読み上げ装置の開発を推進した。
音響デバイスの研究では、電場駆動型エラストマー
を用いた軽量スピーカーにおいて、プッシュプル型構
造を考案し、発音効率の向上と音質の改善を図った。
狭指向性マイクロホンは、番組での検証を進めるとと

もに、動作原理の解析に基づいて指向性向上を検討し
た。また、現状の放送用マイクロホンに比べて、機動
性や信頼性に優れた電荷蓄積型シリコンマイクの開発
を進め、短時間で素子を作成するために電荷の蓄積効
率を高める手法を開発した。
FPUの高度化について、現在ロードレースで利用し
ている800MHz帯FPUに利用する送信アンテナの研究
を進め、映像伝送の安定化に寄与した。また、マイク
ロ波帯FPUの研究を進め、ロードレース時の受信基地
局の軽減や、双方向FPUの開発、周波数領域でのチャ
ンネル推定と等化技術の研究を進めた。さらに、ミリ
波帯の開発を進め、120GHz帯の電波を使用する大容
量伝送が可能なFPUの研究を進めた。
ミリ波モバイルカメラの研究では、本線映像と同様
ミリ波帯の送り返し系システムの開発を進めて、ケー
ブル付きハイビジョンカメラと同等のカメラ制御や送
り返し映像を実現し、ゴルフ中継や紅白歌合戦などの
番組で使用された。
ミリ波を照射して煙や板などで遮られた物体を撮影
することが可能な電波カメラについては、今年度はフ
レーム周波数の改善を図って動画の撮影を可能とする
とともに、送受アンテナの一体化により不要な反射波
を抑制して画質向上を実現した。
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た複数のファイルを1つのファ
イルとして同一の時間軸でアク
セスできるインターフェースを
設計した。
クラウド型コンテンツ処理シ
ステムでは、ネットワークを介
してサーバーがファイルの処理
を行い、サーバーを増やすこと
で簡単に映像処理を並列化して
高速化を実現する。2010年度
は、これまでに開発したファイ
ル転送プロトコルの機能を拡張
し、CPUやネットワークなどの
リソースの利用状態に応じてダ
イナミックに処理を割り当て、
データ転送と連動して制御する
手法を設計し、実装による検討を行った。
また、分散サーバー放送システムのサービスとして、大量の
番組を高速に切り替えて閲覧視聴できるサービスの検討を行い、
2010年度は配信のためのキャッシュ配置の検討と評価用シミュ
レーションツールの設計開発を進めた。一方、技術局と共同で、
2009年度までに開発したフレキシブル制作システムの次期テー
プレスシステム（フェーズ3）の設計への適用を検討した。さらに

フレキシブル制作システムの開発と実用化を促進するために、
開発したプログラムのソースコードを2011年度に技研ホーム
ページで公開すべく準備を進めた。

〔参考文献〕
（1）小田：“IPネットワークによるライブ映像伝送技術，”映情学誌，

Vol.64, No.11, pp.1538-1541（2010）

4.2 映像制作技術
撮影している実空間の奥行き情報やカメラの撮影条件（撮影空
間情報）を取得し、映像の合成や加工の処理・操作の簡素化や精
度向上に活用する技術の研究を開始した。
撮影空間情報の取得技術としては、カメラからの距離情報、
表面反射特性などの被写体情報や照明情報を同時に取得可能な
カメラの開発を目指し、図1に示す偏光瞳分割光学系を用いる手
法を考案し、その基本動作を確認した。また、レーザー測距計
を高精度に制御可能な雲台に設置し、奥行きの分解能の向上を
図るためのシステムを試作した。さらに、雲台に取り付けたセ
ンサーからのデータを用いることなくカメラの撮影条件を取得

するために、撮影空間にある物体の3次元モデルの情報を利用し
て、実時間でカメラパラメーターを推定する技術の開発を進め
た。この中で映像のボケ量からカメラの微小な動きを検出し、
パラメーター推定結果に含まれるジッターを抑制する手法を考
案し、その有効性を確認した（1）。
撮影空間情報を利用した映像合成加工技術としては、一般ユー
ザーにも使いやすい環境の実現を目指し、指定した被写体領域
を切出す手法と、切出し領域を画像的に補完するための手法の
研究を進めた。領域切出しと補完の基本アルゴリズムを実装す
るとともに、撮影空間の情報である奥行き情報を利用すること
により、色情報のみによる場合よりも精度を向上できることを
確認した（2）（図2）。

図1 偏光瞳分割光学系による奥行き推定の原理

図2 奥行きを利用した特定物体（元画像の画面下のピンクの
立方体）の消去と補完処理
（元画像はMiddlebury Stereo Datasetsより）

図1 レート制御型映像分配システム
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上記の各要素技術の検討を基に、撮影空間の情報をメタデー
タとして管理し、複数の映像処理モジュールから利用可能とす
る映像合成加工のフレームワークの検討を進めた。

〔参考文献〕
（1）朴，三ッ峰，藤井：“モデルベースカメラトラキングにおけるジッ

ター低減の一考察，”映情学年次大，13-2（2010）
（2）大久保，藤井：“奥行き情報を使った画像修整手法の検討，”画像電

子学会研究会，No.255, 10-05-02, pp.69-73（2011）

4.3 高品質音声合成
放送用の原稿を自動的に音声に変換する自動音声放送や、目
の不自由な方のためにデータ放送などの文字を読み上げるサー
ビスの実現に向けて、高品質な音声合成の研究を進めている。
2009年度までにニュース番組のアナウンサーの大量の録音音
声データを用いて、高品質に任意文章を音声合成する方式（1）を開
発するとともに、ラジオ第2放送の「株式市況」の自動読み上げ装
置の開発を行った（2）。2010年度は、気象通報読み上げ装置の開
発を進め、株式市況よりも表現が多様な気象通報の電文につい
て、文構造の型の分類結果に基づき、肉声と変わらない高品質
な合成音が得られる方式を開発した（3）。既開発の任意文章音声合
成方式と比較実験を行った結果、66％の音声で新たに開発した
方式が自然であると評価された。この方式と話速変換技術を組
み合わせて、放送時間に合わせて気象通報を読み上げる気象通
報自動読み上げ装置を試作した（図1）。
また、任意文章音声合成方式において、波形接続で合成する
音声の一部が不足する場合に他話者の音素で置換できるように
するために、音響特徴量と聞こえ方の自然性の関係について追
加実験を行い、話者による傾向を統計的に分類した。
さらに、柔軟で多様な表現が可能な音声合成を実現するために、
既存話者の音声データベースの情報に基づき少量の新規話者音
声データで音声合成可能な新たな方式の開発に取り組んだ。ベー
スとなる統計的手法による音声合成方式を整備するとともに、
新規話者の少量の音声データを接続して音声合成する際に不足
する音の並びを、既存話者の音声データベースの情報を用いて
補完するための写像規則を導出する方法について検討を進めた。
話速変換技術に関して、教育、朗読、語学などの録音コンテ
ンツの高速再生での応用に向け、声の高さや強さの変化に応じ
て効果的に制御する方式を開発した。

〔参考文献〕
（1）世木，田高，清山，都木：“ニュース番組の収録音声を利用した波形

接続型音声合成システム，”情処学論，Vol.50, No.2, pp.575-586
（2009）

（2）世木，清山，田高，都木，大出，今井，西脇，小山：“高品質な株価
音声合成装置の開発とデジタルラジオ放送での試験運用，”映情学誌，
Vol.62, No.1, pp.69-76（2008）

（3）世木，田高，清山，都木，斎藤，小澤：“音声合成のためのテンプ
レートを用いた録音文セット生成システムとラジオ番組「気象通報」
への適用について，”映情学誌，Vol.65, No.1, pp.76-83（2011）

4.4 音響デバイス
高品質で魅力的な音声コンテンツを制作するためには、音響デ
バイスの進展が不可欠である。次世代放送メディアのマルチチャ
ンネル音響への応用も視野に入れ、新しい原理を用いたスピー
カーや、マイクロホンの小型化・高性能化の研究を行っている。

■高分子膜を用いた軽量スピーカー
スーパーハイビジョン用22.2マルチチャンネル音響の家庭導
入を目指し、小型・軽量で設置の自由度の高いスピーカーの研
究を行っている。
2010年度は，2枚の電場駆動型エラストマー膜（ゴム状の膜）
を用いて、互いに逆方向に伸縮させるプッシュプル型構造を考
案し、発音効率の向上と音質の改善を行った（図1）。開発したス

ピーカーは、円形で直
径は16cm、重さは60
gである。同じサイズ
の従来型スピーカーと
比較して約1/20の軽
量化を実現した。プッ
シュプル型構造にする
ことでエラストマー膜
の面方向の伸縮を効果
的に活用でき、80Hz
~15kHzの再生帯域を
実現した（図2）。
また、空気の排除体

図1 気象通報自動読み上げ装置（ソフト）の画面

図1 電場駆動型エラストマーを用
いたプッシュプル型スピー
カー
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積に着目してプッシュプル型構造を解析するとともに、複数の
パラメーターに基づいてスピーカーを試作した。その結果、最
も発音効率と音質が向上する形状は、電極部と振動板の径の比
が2：1の場合であることを理論的、実験的に明らかにした。さ
らに、長方形や三角形、楕円形のスピーカーを試作し測定した
結果、音響特性は形状によって大きくは変化せず、ほぼ面積に
比例することがわかった。このことから、スピーカーの形状は
自由に設計できることが明らかになった。この研究は、フォス
ター電機（株）と共同で実施した。

■狭指向性マイクロホン
雑音の多い環境で目的とする音をクリアーに収音するために、
後方の感度を大きく抑圧する狭指向性マイクロホンの研究を行っ
ている。2009年度までに試作したマイクロホン長30cmの標準
型、15cmの短縮型、55cmの長尺型を2010年度はスポーツ番
組を中心に多くの番組で使用し、性能や運用性の検証を行った。
また、指向性をさらに向上させるための検討に着手した。

■シリコンマイク
高い機動性と信頼性とを兼ね備えた次世代の放送用マイクロ
ホンの実現に向けて、電荷蓄積型シリコンマイクの開発を進め
ている。内部に電荷を蓄積することができるので、これまでの
マイクロホンで必要であった48Vのバイアス電圧が不要である。
2009年度までに、マイクロホンの外部からX線を照射する方法
で、内部に形成した誘電体に電荷を蓄積する独自の技術を開発
した。2010年度は、電荷蓄積型シリコンマイクの試作および電
荷蓄積技術の効率化を進めた。
試作した電荷蓄積型シリコンマイクは、振動膜に単結晶シリ
コンを用い、対向する背面電極に無機誘電体を形成したもので
ある（図3）。放電を用いて誘電体に電荷を蓄積・保持させた結果、
バイアス電圧不要で動作し、実用的な感度（－45dB）と可聴帯域
でほぼ平たんな周波数特性を持つことが確認できた。一方、X
線による電荷蓄積は効率が十分ではなく、マイクロホンの動作
に必要な電荷量を蓄積するためには長い時間を要するという問
題が明らかになった。そこで、電荷の蓄積効率を高めるために、
照射するX線の波長を短くするとともに、電荷蓄積時にマイクロ
ホン内部にX線吸収率のより高いガスを注入する方法を開発し
た（1）。その結果、蓄積効率を飛躍的に高めることができ、X線を

用いる電荷蓄積技術の有効性を確認できた。
この研究は、リオン（株）、（財）小林理学研究所と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）K. Hagiwara, M .Goto, Y. Iguchi, T. Tajima, Y. Yasuno, H. Kodama,

K. Kidokoro and Y. Suzuki：“Effect of High-absorbance Gas
Introduction on Soft -X- ray Charging Properties for Electret
Generator，”Proc. PowerMEMS 2010, pp.359-362（2010）

4.5 素材伝送技術

■マイクロ波帯高信頼無線伝送技術
ロードレースなどの移動中継において、伝送容量や、伝送エ
リアの拡大を目指し、コース上に散在して配置される基地局の
受信信号を最大16ブランチまで入力できるFPU（Field Pickup
Unit）伝送用の受信装置を新たに開発した（図1）。各基地局の受
信信号が線路長の異なる光ファイバーで伝送される場合であっ
ても、遅延時間差（最大160km分に相当）を補正した後、最適な
4ブランチを選択・合成して復調することが可能であり、マクロ
ダイバーシティ効果により、高い回線信頼性を広い伝送エリア
にわたって実現することができる。またMIMO（Multiple-Input

Multiple-Output）伝送モードでは、伝送容量と回線信頼性の向上
を図るため、受信電力だけでなく、チャンネル間相関も考慮し
た高度なブランチ選択アルゴリズムを実装した。本受信装置は、
びわ湖毎日マラソンの放送中継で使用した。
また、昨年度まで計算機シミュレーションなどで検討してき
たLDPC（LowDensity Parity Check）-MMSE（Minimum Mean
Square Error）-SIC（Soft InterferenceCancellation）伝送方式の
ハードウェア試作を行い、ターボ等化部の反復復号が実時間（10
ms以下）で処理できることを確認した（1）。また、フェージングシ
ミュレーターを用いた伝送特性評価実験において、有相関フラッ
トフェージング環境では反復復号の効果により所要C/Nを3.7

図2 振幅周波数特性

図3 電荷蓄積型シリコンマイクの構造
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dB以上改善できることを確認し、MIMO伝送の回線信頼性を大
きく向上できることを示した。
一方、マイクロ波帯移動中継システム開発の基礎データとし
て、京都駅伝中継コースで取得した受信データを用いて伝搬路
の解析を行った。その結果、移動バイクを送信局とした場合、
伝搬路を特徴的な3種類に分類できることを確認した。
また、受信状況をフィードバックすることで伝送速度を向上
させる双方向FPUの基礎検討を開始した。今年度は、周波数帯
域を増やすことなく双方向伝送が実現できるTDD（TimeDivision
Duplex）方式検討用の基礎実験装置を開発した。

■シングルキャリア方式周波数領域等化技術
ミリ波帯FPUに適用するため、周波数領域で高速にチャネル
推定と等化を行うシングルキャリア方式の基礎検討を進めてい
る。2010年度は、ブロック同期やAFC（Automatic Frequency
Control）などのアルゴリズムについて検討し、2009年度までに
検討したチャネル推定、雑音電力測定、周波数領域の最大比合
成などのアルゴリズムと合せて、ハードウェアと同等の動作を
実現する計算機シミュレーションモデルを作成し検証を行った。
結果としてマルチパス移動環境でも良好に動作する見通しがつ
いたため、変復調器のハードウェア試作を進めた。

■ 800MHz帯ロードレース中継用送信アンテナ
800MHz帯FPUを用いたロードレース中継の映像伝送の安定
化、受信基地局数の削減を目的に移動中継車に搭載する送信用
アンテナの検討を行った（2）。コースと受信基地局の位置を考慮
し、送信アンテナをアレー化することによりビームを絞る構成
とした。本アンテナを移動中継車に搭載し、全国高校駅伝やび
わ湖毎日マラソンなどで使用し、受信電界の改善による映像伝
送の安定化と受信基地局の削減に貢献した。

■ SNG用メッシュ反射鏡アンテナ
緊急初動での放送素材伝送を主眼とした14GHz帯SNG

（Satellite News Gathering）メッシュ反射鏡アンテナの開発を進
めた。反射鏡面の焦点距離と開口径の比を0.6とし、反射鏡の分
割数を24から32に増やすなどの改修により放射パターンの低サ
イドローブ化を図った。今後、フィールドでの映像伝送試験を
行う予定である。

■ミリ波帯高信頼無線伝送技術
非圧縮スーパーハイビジョン信号の無線伝送の実現を目指し
て、120GHz帯の電波を使用するFPUの開発を進めている（3）。
2010年度は、大容量伝送が可能な120GHz帯の電波を放送事業
用として将来利用できるように、要求条件や伝送ビットレート
などを、周波数共用条件も考慮に入れて検討するとともに、交
差偏波を用いた伝搬実験などを実施した。また、総務省の技術
試験事務「次世代放送システムのための周波数共用技術等に関す
る調査検討会」に参加し、120GHz帯における電波天文や地球探
査衛星などの受動業務との干渉や、無線局の測定における測定
機材の制約などの諸課題に取り組んだ。さらに、これまでの研
究成果の提供や技術基準の提案を積極的に行うなど、調査検討
会において中心的な役割を果たした。
一方、非圧縮ハイビジョン信号の無線伝送を実現するための
ミリ波帯FPUの実用化を目指して、高速デジタル信号処理によ
る変復調技術の研究を進めている。2010年度は試作した変調装
置で発生させた、中心周波数750MHz、帯域幅約750MHzの変
調信号に対するQPSK（Quadrature Phase Shift Keying）復調回
路のFPGA（Field Programmable Gate Array）プログラムを開発
した。この中で、変調信号を直接AD変換して、デジタル段でベース
バンド信号に変換する直交検波回路を開発した。開発した変復
調装置に1.5Gbpsの非圧縮ハイビジョン信号を入力し、1.5Gbps
のまま変復調を行い、ハイビジョン信号が出力されることを映
像信号で確認した。さらに、試作装置を用いてLDPC符号による
高速誤り訂正について検討した。FPGA回路内において、誤り訂
正符号のパリティを含んだ状態で3Gbpsの動作速度が得られた。

〔参考文献〕
（1）光山，神原，中川，池田，大槻：“時間インタリーブを適用した

LDPC-MMSE-SIC伝送装置の試作と評価，”信学技報，Vol.110,
No.251, RCS2010-130, pp.151-156（2010）

（2）小郷，田中，村上，鈴木：“800MHz帯ロードレース中継用送信アン
テナの車載時の放射パターンの検討，”映情学技報，Vol.35, No.5,
BCT2011-27, pp.5-8（2011）

（3）岡部，池田，杉之下，正源：“畳み込み符号を用いた10Gbps級誤り
訂正符号化装置の伝送特性，”映情学年次大，9-3（2010）

4.6 ミリ波モバイルカメラ
ハイビジョンカメラで撮影した映像を、ミリ波帯の電波を使
用して低遅延・高画質のまま無線伝送可能なミリ波モバイルカ
メラの研究を進めている。2010年度は、リターン映像やカメラ
制御などの送り返し系の無線伝送機能を充実させることにより、
従来のケーブル付きハイビジョンカメラと同等の運用性を実現

することができた。
送り返し系伝送システムの主な要求条件として、①本線系伝
送と同等以上の途切れにくさ、②カメラ側に備える送り返し系
復調部の小型化、③カメラの細かな制御に必要な双方向通信、
が求められる。そこで、送信ダイバーシティ技術による所要

図1 試作した16入力基地局MIMO受信装置
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C/Nの低減と、復調に必要な演算量が小さく復調基板の小型化
が可能な送信4系統のSTBC（Space Time Block Coding）伝送方
式を実現する送り返し系伝送装置を開発した（1）。また、本線系と
送り返し系の情報を連動させる制御信号多重分離装置を開発し、
カメラ制御信号やインカム信号などの双方向伝送を実現した。
本線系、送り返し系ともに42GHz帯を使用する高周波部の設
計を行い、42GHz帯双方向高周波部を試作した（2）。双方向高周
波部の送受信でローカル発振器を共用して小型化を実現した。
また、基地局高周波部と副調整室間の信号伝送を、既存の光ト
ランク回線を利用して容易に行うための光インターフェースを
試作した。これまでは、送信チャンネル毎に専用の受信機が必
要であったが、1つの基地局高周波部で複数のチャンネルを受信
する構成とすることで、受信系統の簡素化を図った。
伝搬路応答の相関性が高い屋外見通し環境でMIMO伝送を実現
する直交偏波MIMO伝送に必要な42GHz帯の水平偏波オムニア
ンテナを試作し、このアンテナにより送信相関の抑制や伝送特
性の改善を確認した。
ミリ波モバイルカメラは、日本ゴルフツアー選手権、青森ね
ぶた祭り、日本オープンゴルフ選手権、日本女子オープンゴル
フ選手権、土曜スタジオパーク、第61回NHK紅白歌合戦（図1）
で使用した。特に、第61回NHK紅白歌合戦では、42GHz帯送
り返し系伝送システムと水平偏波オムニアンテナを備えたミリ
波モバイルカメラ2台が、約50の撮影カットに使用され、技研で

開発した技術の有効性が番組で実証された。

〔参考文献〕
（1）鈴木，中川，池田：“ミリ波モバイルカメラ用42GHz帯送り返し伝送

システムの開発，”映情学技報，Vol.35,No.10,BCT2011-38, pp.35
-38（2011）

（2）中川，鈴木、池田：“ミリ波モバイルカメラ用42GHz帯双方向高周波
部とIF光伝送装置の開発，”映情学技報，Vol.35, No.10, BCT2011
-39, pp.39-42（2011）

4.7 電波テレビカメラ
被写体に電波を照射し、反射してきた電波を受信することに
より画像を得る電波テレビカメラの研究を継続した。電波テレ
ビカメラは、濃い霧や煙の中など、可視光では被写体が見えな
い状況でも、電波が透過すれば画像を得ることができるという
特長をもつ。
2010年度は、2009年度に試作した第2世代装置の評価を行っ
た。第2世代装置は、受信アンテナに電子走査リフレクトアレー
アンテナを用いることにより、主にフレーム周波数の改善を図っ
たものである。撮影実験の結果、フレーム周波数は2.3Hzであ
り（1）（2）、第1世代装置に比べて23倍の高速化を達成し、人間の
ゆっくりとした動作などの撮影が可能なことを確認した。
しかし、得られた撮影画像では、被写体の背景にノイズが存
在するため、被写体の輪郭が不鮮明となることがわかった。こ
の主な原因は、送信信号を小型のホーンアンテナを用いて画角
全体に放射していたため、大型のリフレクトアレーアンテナの
細い受信ビームに付随するサイドローブによって、不要な方向
からの反射波が受信されていたためであった。
この問題を解決するために、リフレクトアレーアンテナを送
信と受信で共用することにした。大型のリフレクトアレーアン
テナを送信でも利用することにより、送信信号の不要な方向へ
の放射は大幅に少なくなる。このため、サイドローブによる不
要な反射波の受信レベルが低減できる。その一方で、アンテナ
を共用する場合には、送信機と受信機の間のアイソレーション
が劣化するため、送信信号の受信機への漏れ込みの問題に対処
する必要がある。そこで、送信信号の波形に工夫を加えるとと
もに、シングルダイオードミキサーを用いた簡易な受信回路構
成によって、漏れ込み信号を積極的に活用することとし、アン
テナの共用を実現した（3）。この結果、例えば、距離2mのプラス

チック製マネキンを被写体とした場合には、約10dBの背景ノイ
ズの低減ができた。これにより、被写体の輪郭がより鮮明にな
り（図1）、撮影画質の改善を実現した。

〔参考文献〕
（1）鴨田：“電波テレビカメラ～ミリ波アクティブイメージングシステム

～，”NHK技研R＆D, No.122, pp.11-17（2010）
（2）津持，鴨田，九鬼，杉之下：“電波テレビカメラのフレーム周波数改

善，”信学ソ大，CS-3-3（2010）
（3）津持，鴨田，杉之下：“送受共用アンテナによるミリ波イメージング

システムの検討，”信学技報，Vol.110, No.447, MW2010-160,
pp.45-50（2011）

図1 送受信共用リフレクトアレーアンテナによる画質の改善

（右）改善後の画像（左）改善前の画像

図1 ミリ波モバイルカメラの運用例
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