
1.1　スーパーハイビジョン

1.1.1　スーパーハイビジョンの方式 
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の映像システムの研究開発な
らびに標準化を進めている。

■ 広色域
SHV映像フォーマットは、色を表現する範囲がハイビジョン
よりも広く、実在する物体色をほぼすべて表現可能な広色域表
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1	 高臨場感放送
将来の高臨場感放送として、2016年の試験放送、

2020年の本放送を目標に、8Kスーパーハイビジョン
（SHV）の研究を進めている。

映像方式の研究では、広色域SHVカメラとレーザー
光源の広色域SHVプロジェクターを開発した。これら
の接続により、ハイビジョンでは表現できない彩度の
高い被写体を忠実な色で表示できることを確認した。
また、2016年の放送信号形式に対応すべく、現在番
組制作で用いられているSHV映像信号形式をフル解
像度に変換する技術について、実時間処理が容易で、
色信号を精度良く補間する手法を考案した。

カメラについては、2012年度に試作した単板カメラ
ヘッドに波長多重伝送部とカメラ制御部を追加し、シ
ステム化した。また、重量約2kgでCube型の超小型
カメラヘッドや、フルスペックSHVカメラ（3300万画素、
120Hz）の一層の高感度化のために、より微細化した
プロセスを用いてイメージセンサーを試作した。2012
年度に試作した高感度・静音の「シアターカメラ」を、
ミラノ・スカラ座日本公演のライブビューイングで使用
し、好評を博した。

ディスプレーについては、自発光型ディスプレーに
よるフルスペック SHV表示を目指して、有機ELディス
プレーのフレーム周波数の120Hz化を検討し、酸化物
TFTの設計値や回路構成などを明らかにして120Hz化
の実現性を示した。

記録については、機動性の高いSHV番組制作に向
けて、SHVカメラ信号の圧縮記録技術や多並列固体
メモリーを用いた高速記録技術などを開発し、小型記
録装置を試作した。

映 像 符 号 化については、2012年度に開 発した
MPEG-H HEVC (High Efficiency Video Coding)    
/H.265方式のSHV映像符号化装置を改修し、国際
規格に完全準拠した符号化ストリーム生成と多重化の
機能を追加し、変調器との接続を可能にした。また、
従来のMPEG-4 AVC/H.264方式の符号化装置との
性能比較を行い、HEVC方式の画質が優れていること

を確認した。
音響については、22.2マルチチャンネル音響の制作

時間を短縮するため、頻繁に利用する制作パターンの
保存・読み出し・調整機能をミクシングシステムに追
加した。また、様々な場所で測定した22方向の残響
波形を３次元残響付加装置に実装するとともに、22.2
マルチチャンネル音響が再生可能なディスプレー一体
枠型12スピーカーシステムを開発した。

標準化については、22.2マルチチャンネル音響のス
ピーカー配置を含む、チャンネルベース・オブジェクト
ベース複合方式のITU-R勧告策定を主導し、2014年
2月に成立させた。また、フルスペックSHV信号を含
む種々のUHDTV映像信号を10Gbpsマルチリンクで
伝送する機器間インターフェースを(一社)電波産業会
(ARIB)へ提案し、2014年3月に標準規格となった。

12GHz帯の衛星伝送については、周波数利用効
率 の 高 い16APSK（Amplitude and Phase Shift 
Keeing）変調方式を採用し、衛星１中継器で100Mbps
の信号を伝送できるSHV放送用の伝送方式を情報通
信審議会に提案した。多重技術については、研究成
果の国際標準化に取り組み、MPEGにおける新たな
メディアトランスポート方式として国際規格に採用され
た。

次世代の地上デジタル放送を目指した大容量伝送
の研究では、熊本県人吉市に偏波MIMO（Multiple-
Input Multiple-Output）伝送の実 験 試 験 局を設置
して伝搬特性の測定実験を開始した。この実験で、
91Mbpsに圧縮・符号化したSHV信号を27km離れた
地点に長距離伝送することに成功した。

非圧縮SHV信号の光伝送については、１波長あた
り10Gbpsの信号を8波長多重して、72Gbpsのフル解
像度SHV信号を伝送する方式を開発した。また、ケー
ブルテレビ伝送方式として、圧縮されたSHV信号を
複数の搬送波に分割して伝送する方式を(一社)日本
CATV技術協会に提案し、標準化を進めた。



色系を採用している。広色域に対応したカメラの分光感度特性
を設計し、この設計に基づいて製作した赤・青・緑プリズムを
3300万撮像素子を3枚用いた3板式フル解像度SHVカメラに
搭載した(1)。この広色域カメラで彩度の高い被写体を撮影し、
同時に広色域SHVプロジェクター（1.1.3参照）で表示する広色
域SHVシステムを技研公開で展示し、彩度の高い色を含め色再
現精度が向上することを確認した。
SHVの広色域映像をハイビジョンの色域へ変換する場合、高
品質な変換画像を得るために、明度と色相を保ちつつ彩度だけ
を下げる方法を検討している。これまでハイビジョンの色域を超
える領域での視覚的な色相の特性については十分なデータが報
告されていなかった。そこで、広色域SHVプロジェクターを用い
て、視覚的な色相の特性を求めるための評価実験を行った結果、
一部の色相で従来の均等色空間から予測される色相特性とは異
なることが分かった。

■ 高解像度
800万画素4板式SHVカメラや3300万画素単板SHVカメラ
などで撮影したベイヤー配列の画素構造（斜めに配置した２つ
の緑画素と赤と青１画素ずつを田の字に配列）を持つSHV映像
を、フル解像度SHV映像に高品質に変換する技術を開発してい
る。実時間処理が容易で、色信号を精度良く補完する手法を考
案し(2)、解像度感が向上し偽色の発生が抑えられた自然なカラー
画像を生成できることを確認した。
SHVカメラの解像度特性を的確に把握するために、僅かに傾
いたナイフエッジを撮影した画像を解析するだけで、水平・垂直
方向のみならず、一度に多方向の解像度特性を高精度で測定で
きる新しい方法を開発した(3)。
テレビ視聴における空間解像度と好まれる視距離の関係を明
らかにするため、静止画ベースの番組を異なる空間解像度で提
示した時の好まれる視距離を測定した結果、高い空間解像度に
おいて短い視距離の方が好まれる傾向であることが分かった(4)。

■インターフェース
フルスペックSHV信号（7680×4320画素、フレーム周波数
120Hz、12ビット）や4K信号（3840×2160画素）、フレーム
周波数60Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0形式など種々のUHDTV信号
を10Gbpsマルチリンクで伝送する機器間インターフェースの標

準化を(一社)電波産業会(ARIB)で進めた。マッピング方式、シ
リアル化方式、送受信特性や光コネクタなどを規定したARIB
標準規格STD-B58(5)が2014年3月に策定された。

■ 主観画質評価法
高解像度かつ広視野角で提示されるSHV映像に適した主観
画質評価法を検討した。符号化映像の主観評価実験によって、
主観評価値が視距離および横方向の観視位置に依存すること
を確認した。この結果に基づき、80型程度のディスプレーで
SHV映像を主観評価する場合、画面高の0.75倍の視距離で、
画面を水平方向に３等分するように3名の評価者を配置する方
法を提案した。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」を受託して実施し
た。

■ 放送方式の標準化
情報通信審議会およびARIBにおける超高精細度テレビ
ジョン放送方式の標準化に寄与し、フレーム周波数120Hzの
SHVを含む映像フォーマットと映像符号化方式HEVC（High	
Efficiency	Video	Coding）を採用した方式が情報通信審議会か
ら2014年3月に答申された。

〔参考文献〕
(1)	 添野，正岡，山下，中村，船津，西田，菅原，斎田：“スーパーハ

イビジョンカメラの広色域化,”	映情学年次大,	10-5	(2013)
(2)	 S.	Tajima,	R.	Funatsu	and	Y.	Nishida:“Chromatic	interpolation	

based	 on	 anisotropy-scale -mixture	 statistics,”	 Signal	
Processing,	Vol.	97,	pp.262–268	(2014)

(3)	 K.	Masaoka,	T.	Yamashita,	Y.	Nishida	and	M.	Sugawara:
“Modified	 slanted -edge	 method	 and	 multidirectional	
modulation	 transfer	 function	 estimation,”	Optics	Express,	
Vol.22,	No.5,	pp.6040–6046	(2014)

(4)	 M.	Emoto	and	M.	Sugawara：	“Still	 Images	of	High	Spatial	
Resolution	 Enable	 Short	 TV	 Viewing	 Distances,”	 ITE	
Transactions	on	Media	Technology	and	Applications,	Vol.2,	
No.2,	pp.185-191	(2014)

(5)	 電波産業会：“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（1.0版），”	ARIB	STD-B58	(2014)

1.1.2　カメラ
8Kスーパーハイビジョン（SHV）カメラに関する研究として、
単板式による小型撮像装置の研究と、SHVカメラによる映像制
作、広色域化の研究を進めた。また、フレーム周波数120Hz
のフルスペックSHV用イメージセンサーの研究開発を進めた。

■ SHV撮像システムの研究
小型で実用的なSHVカメラの開発をめざして、2012年度に試
作した単板カラー式小型カメラヘッドに波長多重伝送部とカメ
ラコントロールユニットを追加し、システムの小型化と運用性の
向上を図った。本試作機は技研公開およびNAB	Show	2013、
IBC2013にて展示した。
広色域に対応した単板カラー撮像用オンチップカラーフィル
ター特性の研究を進めた。2013年は、信号処理と光学フィル

ター特性を複合的に適用し、広色域を高精度で得る手法を考案
した(1)。
2012年度に試作した、フル解像度単板カラー用1億3,300万
画素イメージセンサーを駆動するため、多画素の信号を高速に
処理する実験装置を試作したイメージセンサーの動作条件を最
適化するとともに、その素子出力信号を確認した。
2012年度に試作した、高感度・静音化を施したSHVカメラ（通
称シアターカメラ）(2)を9月にＮＨＫホールにて公演されたミラノ・
スカラ座オペラ「リゴレット」のライブビューイングにて使用した。
暗い舞台のシーンも撮影でき、かつ騒音をほとんど発生しない
ため、好評を得た。また同じく2012年に試作した広色域対応
のフル解像度カメラは、多くのSHV評価用映像撮影に用いられ
た。
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■フルスペックSHV撮像デバイスの高感度化
現行ハイビジョンカメラ並みの感度を有するフルスペックSHV
カメラの実現に向けて、SHV用イメージセンサーの高感度化の
研究を進めた。2012年度に試作した微細半導体プロセス（0.11
μmルール）による、画素数3,300万、フレーム周波数120Hz
のSHV用イメージセンサーについて、感度特性を評価した(3)。
画素内の電荷－電圧変換回路の微細化により、従来比1.4倍の
高感度化を、また回路の工夫により低ノイズ特性を実現した。
また、半導体プロセスをさらに微細化したSHVイメージセンサー
を設計・試作した。
イメージセンサーに内蔵されるA/D（アナログ―デジタル）変
換回路の低消費電力化の研究を進めた。新しい構成のA/D変
換方式を提案し、シミュレーションおよび試作回路により消費
電力低減効果があることを確認した。
実用化研究委託において、A/D変換回路の特性をデジタル
補正により改善する技術の研究を推進し、試作回路による評価
実験でその改善効果を実証した。
フルスペックSHV用イメージセンサーについて、2012年に発
表した論文がイメージセンサー研究の世界的な賞であるウォル
ター・コソノキー賞を受賞した。

■フルスペックSHV単板カラー撮像デバイスの研究
フルスペックSHV単板カメラ（１億3,300万画素、120Hz）を
目指して、イメージセンサーの多画素単板化に必要な要素技術
の研究を進めた。
多画素単板による感度の低下を改善するため、光開口率を
100%とすることができる裏面照射型画素構造についてシミュ
レーションによる基礎検討の結果、表面照射型と比べ感度特性
が1.65倍改善できることを確認した。
単板カラー撮像方式による特性評価と、SHVコンテンツ充実
を図るため、3,300万画素単板カラーイメージセンサーと、これ
を搭載した重量2kg、Cube型の超小型SHVカメラヘッドを試作
した。試作カメラを用いて、オペラのライブビューイングや紅白
歌合戦のSHV収録を行った。
フルスペックSHV撮像デバイスおよびフルスペックSHV単板
カラー撮像デバイスの研究は、静岡大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 林田，添野，中村，船津，山下，安江，島本，正岡：“広色域撮

像単板カラーカメラの分光感度補正の一検討，”	映情学冬大，11-
10 ( 2013 )

(2)	 中村，林田，船津，添野，山下，柳，吉田：“シアターコンテン
ツ撮影用スーパーハイビジョンカメラの試作，”	映情学冬大，11-
12 ( 2013 )

(3)	 安江,	林田,	米内,	北村,	渡部,	小杉,	渡辺,	大竹,	島本,	川人：	“0.11
μm製造プロセスを用いた120Hzスーパーハイビジョン用イメージ
センサの感度特性，”　	映情学年次大，　10-4 ( 2013 )

1.1.3　ディスプレー
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の直視型ディスプレーおよび
プロジェクターの研究を進めた。

■ 高フレームレート化要素技術の研究
自発光型ディスプレーによるSHVフルスペック表示
の実現を目指し、液晶ディスプレー（LCD）と有 機EL
（Electroluminescence）ディスプレーのフレーム周波数120Hz
化について研究開発を進めた。2013年度は、従来のSHV	
LCDを120Hzで駆動・表示が可能なSHV	LCDを試作したほか、
LCDとプラズマディスプレーパネル（PDP）の動画解像度評価

結果(1)から、120Hz化に伴う動画表示性能を予測し、SHV用
有機ELディスプレーによる1フレーム当りの時間発光率として、
25 ～ 50%が必要であることを示した。また、対角100インチ
サイズを想定した画素回路の設計に着手した。パネルの大画面
化に有利な酸化物半導体を薄膜トランジスター（TFT）に使用し
た場合のパネル駆動性能を、回路シミュレーションにより解析
し、パネルを上下方向に2分割する120Hz駆動方式に必要な酸
化物TFTの設計値（寸法、移動度）や回路構成などを明らかにし、
120Hz化実現の見通しを得た(2)。
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 図1　シアターカメラ（右）撮影テストの様子

　図2　開発したCube型超小型SHVカメラヘッド



■ 広色域SHVプロジェクター
フルスペックSHV映像を表示可能なプロジェクターの開発を
進めている。
広色域表色系に対応したディスプレーを実現するため、
2012年度に開発したフレーム周波数120HzでSHV映像を表
示できるプロジェクターをベースに、光源をUHP(Ultra	High	
Performance)ランプからレーザーに置換したプロジェクターを開
発した(3)。レーザーは、それぞれ赤：639nm、緑：532nm、青：
462nmの中心波長を持つ半導体レーザーである。ベースとした
プロジェクターヘッド部の光学系をそのまま使用し、外部に設け
た光源部からレーザー光を光ファイバーを介してプロジェクター
ヘッドに入力する構造とした。広色域SHVカメラ（1.1.1参照）と
この広色域SHVプロジェクターからなる広色域SHVシステムを
技研公開で展示し（図1）、ハイビジョンでは表現できない彩度
の高い被写体でも忠実な色で表示できることを確認した。

〔参考文献〕
（1）	 薄井，佐藤，石井，高野，山本：“スーパーハイビジョン用プラズ

マディスプレイの動画解像度評価,”	映情学年次大，16-7	(2013)
（2）	佐藤，石井，薄井，高野，辻，山本：“SHV有機ELディスプレイ

の120Hz駆動性能シミュレーション,”	信学総大，C-9-3	(2014)	
（3）	日下部，岩崎，西田：“広色域スーパーハイビジョンプロジェクタ,”	

映情学年次大，16-1	(2013)

1.1.4　記録システム

■スーパーハイビジョン記録装置

8Kスーパーハイビジョン（SHV）単板カメラ用記録装置の実
現に向けて、固体メモリーを用いた圧縮記録技術の開発および
小型記録装置(1)を試作した。
圧縮記録技術については、SHV単板カメラから出力されるデュ
アルグリーン方式の信号のうち2つのG（緑色）信号を、データ
補間によりフル解像度画像へアップコンバートし、そのフル解
像度画像を圧縮することで、従来の色ごとに4K相当画像単位
で圧縮する方式に比べて、画質劣化をPSNR（Peak	Signal-to-
Noise	Ratio）	値で1～ 2dB低減できた。また、メモリーコント
ローラーと固体メモリーとを分離した設計とし、これらを接続す
る高速記録インターフェースを開発した。そのインターフェース
部で固体メモリーを着脱可能にした。記録速度を高速化するた
め、固体メモリーへ最大16chの並列記録と、映像記録に適し
た大きなブロックサイズで記録することで、固体メモリーを収納
したメモリーパック1個あたり12Gbps以上の記録速度を達成し
た。圧縮率が1/4の場合、記録容量2TBで45分のSHV映像が
記録できた。
上記記録技術を適用して、SHV据置型記録装置（図1）およ
びカメラ一体型記録装置を試作した。据置型記録装置では、圧
縮用と復号用の信号処理を独立させて、記録と再生を同時に実
行できる仕様とし、記録しながら再生映像を確認できることで
利便性を向上した。また、SHV圧縮映像をフレーム単位で記録
するフォーマットとすることで、PCへのバックアップや編集機入
出力へ容易に対応できるようにした。カメラ一体型記録装置で
は、据置型よりも簡易な再生機能とすることで、小型化と低消
費電力化を実現した。試作した記録装置で、SHV映像のリアル
タイムでの圧縮・復号動作、圧縮映像の記録・再生を確認した。

〔参考文献〕
（1）	E.Miyashita	and	T.Kajiyama:“Compact	Camera	Recorder	 for	

Super	Hi-Vision,”IEEE	International	Conference	on	Consumer	
Electronics	(ICCE),	2014	Digest,	pp.165-166	(2014)
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　図1　 広色域SHVシステム
　　　　（左：被写体、中：カメラ、右：スクリーン）

　図1　試作したSHV据置型記録装置とメモリーパック



1.1.5　符号化
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の放送実現に向け映像圧縮
符号化について研究している。

■ HEVC高効率圧縮符号化装置の開発

2012年 度 に 開 発したMPEG-H	HEVC（High	Efficiency	
Video	Coding）/H.265方式のSHV映像符号化装置の改善と
性能評価を進めた。暫定規格準拠であった符号化装置を改修
し、国際規格に準拠した符号化ストリーム生成機能とMPEG-
2	TS	(Transport	Stream)による多重化機能を追加した。また、
PSNR	(Peak	Signal	to	Noise	Ratio)による客観評価と主観評
価により、従来のMPEG-4	AVC	(Advanced	Video	Coding)		
/H.264方式の符号化装置と符号化性能を比較した。客観評
価としてはHEVCのPSNRがAVCよりも高く、HEVC符号化装
置の画質が優れていることが確認できた。一方、主観評価では
HEVCの評点がAVCをおおむね上回っているものの、一部の条
件ではHEVCの評点の方が低い場合もあった。HEVC方式では
大きいサイズのブロック単位での符号化処理により符号化効率
が向上する半面、ビットレートが低い場合、大きいブロックサイ
ズでの粗い量子化により原画像にあった質感が失われてブロッ
クひずみが目立つことがあるため、絵柄によってはHEVC符号
化映像の評点が低くなる場合があったと考えられる。今後、こ
の特性を勘案して画質を改善する。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」を受託して実施した。
HEVC方式のSHV復号装置の開発に着手し、2013年度は
基本設計を進めた。符号化ストリームを解析して画像データを
抽出する機能と画像データから復号画像を生成する逆変換・動
き補償機能について論理設計と回路規模を検討した。この研究
は三菱電機(株)と共同で実施した。

さらに、HEVC方式の膨大な演算量を削減する方法を検討し
た。符号化するフレーム間の参照構造によって選択される予測
モードの種類に偏りがあることを見い出し、予測モードの計算を
省略する手法をソフトウェア実装し、画質劣化を抑えつつ計算
時間を約90％に短縮した。
研究開発と並行して、国内放送方式を検討した。放送開始当
初に製作されるフレーム周波数60Hz受信機との後方互換性を
維持しながら将来120Hz受信を可能とする符号化方法を規定し
た。また、8K，4K，2Kのマルチフォーマット符号化の主観評
価試験を行い、放送時の所要ビットレートを明らかにした（表1）。
この成果は（ー社）電波産業会（ARIB）映像符号化方式作業班
における超高精細度テレビジョン放送方式の検討に寄与した。

■ SHVのIP伝送
ブラジルで開催される2014FIFAワールドカップのSHVライブ
ビューイングの準備として、AVC方式の符号化ストリームのブラ
ジル・日本間IP伝送実験を2013年8月と2014年2月にNTTお
よびブラジルの学術ネットワーク研究機関RNP(Rede	Nacional	
de	Ensino	e	Pesquisa)と協力して実施した。また、IP伝送に
よる国内でのライブビューイングを3回実施した（2013年9月15
日ミラノ・スカラ座講演「リゴレット」：仙台放送局、11月8日～
10日NHK杯国際フィギュアスケート競技大会：名古屋放送局、
12月31日第64回NHK紅白歌合戦：グランフロント大阪）。

■ 超解像復元型映像符号化方式
超解像と画像復元技術を応用した映像符号化方式の開発を
進めている。
フレーム周波数120Hzの映像に対応するため、空間解像度
とフレーム周波数を同時かつリアルタイムで削減・復元する時空
間解像度変換装置を開発した。本装置は、最大で4Kの120Hz
映像の入出力が可能であり、復元には空間解像度とフレーム
周波数を同時に処理する時空間ハイブリッド超解像を用いてい
る（図１）。また、120Hz映像の符号化手法として、送信側で
60Hzにフレーム間引きする処理と受信側でのフレーム補間を組
み合わせた手法の研究を進めた。間引かれた受信映像のみから
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	 7320×4320/60Hz	 80 ～100	 Mbps
	 3840×2160/60Hz	 30 ～ 40	 Mbps
	 1920×1080/60Hz	 10 ～15	 Mbps

 表1　各映像フォーマットの推定所要ビットレート

補助情報
符号化

送信映像 伝送 時空間解像度変換装置 受信映像

4K120Hz

4K60Hz

2K120Hz

4K120Hz

4K60Hz

2K120Hz

2K60Hz
時
空
間
解
像
度
削
減
・
最
適
化

時
空
間
ハ
イ
ブ
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ッ
ド
超
解
像
復
元

低解像映像 映像ストリーム

補助ストリーム

局部復号映像

補助情報

映像
符号化

補助情報
符号化

補助情報
復号

映像
復号

映像ストリームの
1～10%程度

最適選択情報
同期情報

映像・補助情報の同期確立
選択情報に基づく最適復元

　図1　時空間ハイブリッド超解像による復元型映像符号化



フレーム補間すると、動きベクトルの誤検出による画質低下が生
じることがあるため、複数の動きベクトル候補から最良な補間
結果を示すパラメーターを送信側から通知する手法を考案した。
これにより、適正な動きベクトルによる高画質なフレーム補間が
可能であることを確認した。
さらに、2012年度までに開発した階調方向の削減・復元技
術と映像符号化技術を組み合わせた手法に、空間解像度削減・
超解像復元技術を導入したアルゴリズムを開発した。ハードウェ
ア化を念頭に処理を軽減しつつ、符号化側での空間解像度と
階調の削減の最適化によって得られる補助情報を、復号側での
高精度・頑健な超解像復元・階調復元に利用し、超高圧縮・
高画質な映像符号化を実現した。

〔参考文献〕
(1)	 Y.	Sugito,	K.	 Iguchi,	A.	 Ichigaya,	K.	Chida,	S.	Sakaida,	Y.	

Shishikui,	H.	Sakate,	T.	Itsui,	N.	Motoyama	and	S.	Sekiguchi:
“Development	of	 the	Super	Hi-Vision	HEVC/H.265	Real-
time	Encoder,”	SMPTE	2013	Annual	Technical	Conference	&	
Exhibition	(2013)

(2)	 K.	 Iguchi,	A.	 Ichigaya,	Y.	Sugito,	S.	Sakaida,	Y.	Shishikui,	
N.	Hiwasa,	H.	Sakate,	and	N.	Motoyama:“	HEVC	Encoder	
for	Super	Hi-Vision,	 ”	 IEEE	 International	Conference	 on	
Consumer	Electronics	2014	(ICCE	2014),	p.61-62	(2014)

(3)	 松尾，三須，岩村，境田：“	空間階調削減と復元を用いた超高精
細映像符号化の検討，”	2013年画像符号化シンポジウム・映像メ
ディア処理シンポジウム（PCSJ/IMPS	2013）,	P-2-03	(2013)

1.1.6　高臨場感音響システム
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の22.2マルチチャンネル３次
元音響について研究している。

■ SHV音響制作システム
SHV音響を効率的に制作できるシステムの研究開発を進めて
いる。2013年度は、22.2マルチチャンネル音響の制作時間を
短縮するため、頻繁に利用する制作パターン（テンプレート）を
保存し、読み出し・調整ができる機能をミキシングシステムに追
加した。この機能追加により、複数音源を同時に上下左右に移
動させるような操作効率を向上させることができた。コンサート
ホールやスタジオ、屋外など様々な場所で測定した22方向の残
響波形を３次元残響付加装置に実装し、３次元残響付加機能
の充実を図った。また、22方向のすべての残響波形を測定する
ことなく得る手法として、1つの残響波形に含まれる反射音を時
間軸上でランダムにシフトすることで、複数の方向別残響波形
を生成する手法を開発した(1)。
さらに、SHV音響制作の際、音の空間的印象を簡易に制御
できるようにするため、空間的および時間的な残響の分布と空
間的印象との関係を調べた。
カメラに搭載可能な超小型球形マイクロホンの形状と信号処
理方式の検討を継続した。2013年度は小型化による指向性の
劣化を補償する信号処理法を検討し(2)、この処理法を用いた装
置を設計・試作した。

■フラットパネルディスプレー一体型家庭再生システム
家庭で簡便に22.2マルチチャンネル音響がもつ高臨場感を楽
しむための再生技術の研究を進めている。22.2マルチチャンネ
ル音響の再生デバイスとして、スピーカーを側方や後方に配置
せず、フラットパネルディスプレー（FPD）の周囲に枠型に12個
のスピーカーのみを配置した枠型12スピーカーシステムを開発し
た。この枠型12スピーカーに、両耳に達する音をスピーカーで
再現するトランスオーラル再生技術を適用したFPD一体型家庭
再生システムを2016年に向けて開発することとした。
FPD一体型家庭再生システムにおける画面上の前方音像再
生に関して、音像の主観評価実験を行い、上下に配置されたス
ピーカーによる再生が適しているとの結論を得た。
側方・後方の音像再生について、トランスオーラル再生のアル
ゴリズムを改良することにより、トランスオーラル再生聴取時の
聴取範囲を拡大する手法を開発した。また、トランスオーラル

処理に用いる両耳に伝わる音の周波数振幅応答を操作すること
により、音像の前後の方向感を強調する技術を開発した。
トランスオーラル再生の方式について、制御の安定性を比較
したところ、スピーカー数の増加に伴って安定性が増加し、2ス
ピーカー再生に比べて枠型12スピーカー再生が有効であること
を確認した。

■トランスオーラル用スピーカーユニットの開発
FPD一体型家庭再生システムの性能向上を目指し，新たにス
ピーカーユニットを開発した。全帯域用のユニットの構造を変更
し、再生品質を改善した。また、小口径ユニットの低音不足を
補うために，振動板の重量を増やして低域を拡張した小型のサ
ブウーファーを開発した。この研究は、フォスター電機（株）と
共同で実施した。

■ 22.2マルチチャンネル音響用ラウドネスメーター
人の聴覚が感じる音の大きさであるラウドネスを測定するた
めの22.2マルチチャンネル音響用ラウドネスメーターを試作し、
SHV紅白歌合戦PV制作で試験運用した。その結果、番組間で
発生するラウドネスの揺らぎを抑えるために有用なことを確認し
た。

■ 標準化関係
ITU-Rでは、海外放送局や研究機関と協力して、2013年4月
の会合で「チャンネルベース、オブジェクトベースの音響システ
ムに共通のスピーカー配置」と「音響システム勧告の枠組み」を
提案するとともに、11月会合で22.2マルチチャンネル音響のス
ピーカー配置規定を含むチャンネルベースとオブジェクトベース
を組み合わせたハイブリッド方式「高度音響システム」の新勧告
案を提案し、2014年2月にITU-R勧告として承認された(3)。
（ー社）電波産業会（ARIB）で22.2マルチチャンネル音響のス
タジオ規格策定を主導し、2014年3月に成立した。
SMPTEでは、22.2マルチチャンネル音響に関する規格
ST2036-2を更新する作業を行い、再承認された。
MPEGでは，MPEG-4	AAC	(Advanced	Audio	Coding)	LC
プロファイルによる22.2マルチチャンネル音響放送を実現する
ために，MPEG-4	AACの規格に22.2マルチチャンネルのチャ
ンネルコンフィグレーションの追加を提案し、国際規格の改定と
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して承認された(4)。
SHV放送規格の標準化に合わせ、MPEG-4	AACによる
22.2マルチチャンネル音響符号化装置の開発に着手した。

■ 超臨場感メーターの開発
臨場感や感動の客観評価法について検討を継続した。2013
年は、音響特徴量から音響印象を推定するモデルを聴取開始時
からの時系列データを利用するモデルに拡張した。音響特徴量
の瞬時値や平均値を用いるより、時系列データを音響特徴量の
大きい順に並べたときの上位5％の値を用いた方が、各時刻に
おける音響印象の推定精度が向上することが分かった。この研
究は、（独）情報通信研究機構の委託研究「革新的な三次元映
像	による超臨場感コミュニケーション技術の研究開発」を受託

して実施した。

〔参考文献〕
(1)	 森,	西口,	小野,	濱崎：	“三次元残響付加のためのインパルス応答

測定法, ”	音講論（秋）,	1-P-22	(2013)
(2)	 K.Ono,	T.Nishiguchi,	K.Matsui	and	K.Hamasaki:“	Spherical	

microphone	 for	Super	Hi-Vision	22.2	multichannel	sound,”	
AES	135th	Convention,	Convention	paper	8922	(2013)

(3)	 ITU-R	Rec.	BS.2051	“Advanced	sound	system	for	programme	
production”	(2014)

(4)	 ISO/IEC	14496-3:2009/Amd.4:2013(E)	New	levels	for	AAC	
profiles	(2013)

1.1.7　衛星伝送技術
8Kスーパーハイビジョン（SHV）衛星放送の実現に向けて、
衛星伝送技術および多重技術の研究を進めている。

■ 衛星放送伝送方式
12GHz帯を用いる超高精細度テレビジョン放送の衛星伝送
方式として、(一社)電波産業会(ARIB)標準規格である高度広
帯域衛星デジタル放送の伝送方式をもとに、ロールオフ率の
低減による高シンボルレート化および16APSK(Amplitude	and	
Phase	Shift	Keying)を導入した方式を、ARIBを通じて情報通
信審議会に提案した。
ロールオフ率0.01まで設定可能な送受信装置を試作し、
ARIBにおける伝送方式の実証実験でロールオフ率0.03、シン
ボルレート33.7561Mbaudの選定に寄与した。また、16APSK
適用時に衛星1中継器で100Mbpsを伝送可能な誤り訂正符号
のパラメーターとして符号化率7/9を設計し、方式として追加提
案した。
ARIBによる放送衛星N-SAT-110および	BSAT-3aを利用した
衛星伝送実験を主体的に進め、本方式による衛星伝送を確認し
た(図1)(1)。実験結果は、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。また、超高精細度テレビジョン衛星放
送の宅内配信方式を検討し、ARIBでの審議に寄与した。
これらの研究の一部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」を受託して実施した。
また、8PSK(Phase	Shift	Keying)符号化変調の性能改善に

も取り組み、8PSKのシンボルに割り当てられたビットを入れ替
えてビットごとの誤り訂正能力を調整するハイブリッド集合分割
法を提案し、高度BS方式8PSK(符号化率3/4)よりも性能改善
が可能であることを示した。

■ 複数伝送路のための多重技術
視聴者の端末環境や伝送路の多様化に対応するとともに、
放送と通信の伝送路を意識せずコンテンツを利用できるシステ
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 図2　FPD一体型12スピーカーシステム

マーカーは上から順に
符号化率 9/10、7/8、5/6、4/5、7/9、
3/4、2/3、3/5、1/2、2/5、1/3
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　図1　ARIB衛星伝送実験　所要C/N対情報ビットレート

 図1　制作システムの機能検証実験の様子



ムの実現を目指して、複数伝送路のための多重技術の研究を進
めた。
単一の伝送路を前提としているMPEG-2	TS（Transport	
Stream）や、コンポーネントおよび制御情報の多重伝送に対応
しないRTP(Real-time	Transport	Protocol)	など従来のメディア
トランスポート方式では、複数の伝送路で伝送するコンポーネ
ントを同期して提示することなどが困難であった。一方、多重
技術の1つであるMMT（Moving	Picture	Experts	Group	Media	
Transport）は、放送による高精細映像と通信による映像・音声
や情報などのコンポーネントを容易かつ柔軟に組み合わせて提
示することが可能である。
各国に先がけて実用化を前提としたMMTを用いる次世代放
送システムの検討結果を国際会議等で示すとともに(2)、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。
MMTによる放送システムを実現するためには、MMT用の制
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
行が必要である。これらの制御情報について検討し、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。
さらに、研究成果の国際標準化にも取り組み、提案の一部
はMPEGにおける新たなメディアトランスポート方式であるMMT
の国際規格ISO/IEC	23008-1に採用された。

■ 次世代衛星放送システム
12GHz帯衛星放送の右旋・左旋円偏波共用受信アンテナ給
電部として、マイクロストリップアレーアンテナの適用を検討し
た。4素子アレーをシーケンシャル配列することにより、25dB
を超える交差偏波識別度が得られることを計算機シミュレー

ションで確認した。
21GHz帯衛星放送用衛星中継器およびアンテナのエンジニ
アリングモデルの開発を進めた。21GHz帯広帯域BPF(Band	
Pass	Filter)、21GHz帯高出力TWT（Traveling	Wave	Tube）
を試作し、温度試験を実施した(3)。21GHz帯アレー給電イメー
ジングリフレクターアンテナを構成するビームフォーミングネッ
トワークの部分試作、32素子給電ホーンアレーの試作を行い、
電気特性を評価した。また、反射鏡の温度変動による鏡面ひず
みを解析した。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。
アレー給電部の導波管損失を低減するため、TWTと出力フィ
ルターを近接配置する場合の排熱方法の検討を進めた。TWT
とフィルターの熱ダミーによる熱真空試験を実施し、衛星筺体
への熱伝達を向上するため、発熱部と機器を搭載するパネルの
間に挿入するサーマルフィラーに固体形状の材料を適用すること
で、排熱性能が向上することを確認した。この研究は（独）宇宙
研究開発機構と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 鈴木，土田，松﨑，橋本，田中，池田，奥村: “ 超高精細度テ

レビジョン放送のための衛星デジタル放送の伝送方式　ARIB実
証実験，”	映情学技報，Vol.	38,	No.	14,	pp.	33-38	(2014)

(2)	 S.Aoki,	K.Otsuki	and	H.Hamada,	 “Effective	Usage	of	MMT	
in	Broadcasting	Systems,”	 IEEE	 International	Symposium	on	
Broadband	Multimedia	Systems	and	Broadcasting,	mm13-11	
(2013)	

(3)	 亀井，松崎，長坂，中澤，田中，池田：“21GHz帯放送衛星用出力フィ
ルタを構成する広帯域BPFの開発，”	信学総大，B-3-15（2014）

1.1.8　地上伝送技術
１つのチャンネルで、固定受信向けには8Kスーパーハイビジョ
ン（SHV）を、移動受信向けにはハイビジョンを放送できる次世
代地上放送の伝送技術の研究を進めている。

■ 固定受信向け伝送技術
SHVなどのサービスを地上放送で実現するため、伝送容
量を拡大する技術の研究を進めている。これまでにキャリア
シンボルの変調多値数を最大4096にまで拡大する超多値
OFDM(Orthogonal	Frequency	Division	Multiplexing)技術と、
水平・垂直の両偏波を同時に使用し、それぞれ異なる情報を伝
送する偏波MIMO(Multiple-Input	Multiple-Output)技術を組み
合わせた伝送技術を開発し、野外実験を行って基本的な伝送特
性を測定した。
2013年度は、2つの送信局が同一周波数でエリアをカバー
するSFN(Single	Frequency	Network)に、STC(Space	Time	
Coding)を用いた送信ダイバーシティー技術を応用することで、
2局の送信波が重なって受信されることで生じる劣化を軽減した
STC-SFNの送信環境でSHV信号を伝送し、技研公開で展示し
た。誤り訂正の高度化として、復調器でのLDPC(Low	Density	
Parity	Check)符号の復号処理に、行処理と列処理を繰り返す
たびに受信信号から対数尤度比を再推定するアルゴリズムを適
用するための回路設計を行うとともに、従来のLDPC符号を超
える性能が実現でき、対角上に非零要素が配置された検査行列
を特徴とする空間結合LDPC符号を検討し、様々な符号化率の

符号を考案して、計算機シミュレーションでその性能を確認した。
また、コンスタレーション上の信号点間距離が不均一なNUC
（Non	Uniform	Constellation）マッピングを検討し、従来の均一
なマッピングより低い所要C/Nが実現できることを計算機シミュ
レーションで確認した。さらに、伝送容量の拡大を目的に、信
号の帯域幅を約214kHz(1/28×6MHz)拡大するための回路設
計を進めた。

■ 人吉実験局を用いたSHV長距離伝送実験
熊本県人吉市にある人吉テレビ中継所に偏波MIMO伝送の実
験試験局（表１）を設置し、長距離のMIMO伝搬路特性測定を
開始した。
人吉市周辺の52地点で測定を行い、受信電界、遅延プロファ
イル、条件数等のデータを受信アンテナの高さを変えて取得し
た。そのうち30地点では、誤り率特性と所要C/Nも併せて測
定した。さらに、この実験試験局設備を利用して、世界初とな
るSHV長距離地上波伝送実験を実施した(1)。MPEG-4	AVC/
H.264方式で91Mbpsに圧縮・符号化したSHV信号を実験試
験局から送信し、27km離れた熊本県球磨郡湯前町の受信点で
SHV映像を復号・表示して、現行のデジタル放送のエリアと同
等の伝搬距離においてもSHVを安定に伝送できることを確認し
た（図1）。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」を受託して実施した。
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■ 移動受信向け伝送技術

移動受信向けの伝送要素技術の１つとして送受信アンテナが
各々2本の2×2	MIMO-OFDMを検討している。
2013年度は、送信アンテナから同じデータを符号化して送信
するSTC-MIMOと、送信アンテナから異なるデータを送信する
SDM(Space	Division	Multiplexing)-MIMOの移動受信特性に
ついて、計算機シミュレーションにより同じ伝送効率(1キャリア
あたりのビット数×誤り訂正符号化率)で比較した(2)。移動受信
環境下(最大ドップラー周波数20Hz)の場合、伝送効率3bit/Hz
を境に、STC-MIMOとSDM-MIMOで最適な方式が異なること
を明らかにし、またQR分解を用いた最尤復号法の復号順を入
れ替えた新たな復号法を提案した。これにより、SDM-MIMO
の特性が従来法より平均で0.9dB改善した(図2)。
MIMO伝送方式の場合、各送信アンテナから各受信アンテ
ナまでの伝搬路特性が類似していると、伝送特性が劣化する。
そこで、2013年度は、送信および受信の各々2つのアンテナを
離して設置した場合と同一場所に設置した場合の伝搬路特性を
見通し外の多い市街地走行環境で測定し、伝搬路特性の類似
度を表す空間相関を解析した。その結果、各々のアンテナの離
隔距離に関わらず空間相関値の中央値は0.2以下で、伝搬路特
性が相違していることが確認でき、MIMO伝送が有効であるこ

とを示した。
また、固定受信用と移動受信用の信号を周波数分割多重に
より多重化して伝送する方式を検討しているが、移動受信時に
ドップラー効果により生じるキャリア間干渉（ICI：Inter-Carrier-
Inference）による劣化を補償する必要がある。2013年度は、伝
搬路特性推定に基底展開モデルを適用し、ICI補償に確率伝
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　図2　STC-MIMOとSDM-MIMOの同じ伝送効率での
　　　　所要C/Nの比較

実験試験局

現在の地上デジタル放送
・変調方式64QAM
・１つの偏波のみ利用

今回の実験試験局（UHF46ch）
・超多値変調技術（4096QAM)
・２つの偏波を利用（偏波MIMO技術）

偏波共用受信アンテナ

4096QAM

64QAM
長距離（27km）

地上デジタル放送の2倍
地上デジタル放送の2倍

⇒大容量伝送の実現（現在の地上デジタル放送の約4倍）

偏波共用送信アンテナ

　図1　実験試験局と現在の地上デジタル放送の比較

項目

変調方式
占有周波数帯域幅
送信周波数
送信電力
キャリア変調
FFT size
ガードインターバル比

誤り訂正符号

送信場所

OFDM
5.57 MHz
671.142857 MHz (UHF 46ch)
水平偏波、垂直偏波とも10 W 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM,1024QAM, 4096QAM
8k, 16k, 32k, 64k 
1/8, 1/16, 1/32 
内符号: LDPC
符号化率 r=2/3, 3/4, 5/6
外符号: BCH
NHK人吉テレビ中継局に併設

仕様

 表1　実験試験局の諸元



搬法を適用した場合の移動受信特性について計算機シミュレー
ションを行った。従来の簡易的な伝搬路推定のみを行ったICI補
償なしの場合に比べて、100km/hにおける所要C/Nが3dB程度
改善できることを確認し、本補償方法の有効性を示した（図3）。

■ ATSC(Advanced Telev is ion Systems 
Committee) 3.0

ISDB-T（Integrated	 Services	Digital	 Broadcasting	 -	
Terrestrial）方式の特徴である階層伝送が可能なセグメント構
造を持つOFDM方式を基本とし、偏波MIMOおよびMISO、
4096QAMまでの超多値変調、空間結合LDPC符号、NUCマッ
ピング、偏波間インターリーブおよび拡散、時空間符号化SFN
などの要素技術を盛り込んだ伝送方式を、米国の次世代地上デ
ジタル放送方式であるATSC3.0に提案し(3)、その規格化活動
に寄与した。

〔参考文献〕
(1)	 NHK	INFORMATION	技術情報：“ 8Kスーパーハイビジョン地

上波での長距離伝送実験に成功，”	http://www.nhk.or.jp/pr/
marukaji/pdf_ver/363.pdf

(2)	 成清，宮坂，中村，実井，高田：“時空間MIMOと空間多重
MIMOの移動受信における伝送特性の計算機シミュレーションに
よる比較，”	映情学技報，Vol.38，	No.5，pp.113-116	(2014)

(3)	 ATSC：“	Summaries	of	Responses	 to	ATSC	3.0	Physical	
Layer	Call	 for	Proposals，”	http://www.atsc.org/cms/index.
php/the-news/	327-summaries-of-responses-to-atsc-30-
physical-layer-call-for-proposals

1.1.9　有線伝送技術

■ 非圧縮SHV信号の光伝送
放送局内・局間や中継先から放送局へなどの８Ｋスーパーハ
イビジョン（SHV）番組素材伝送において、映像の圧縮による
遅延や画質劣化を避けるため非圧縮信号による光ファイバー伝
送システムの研究を進めている。
2013年度は、フル解像度SHV信号	（72	Gbps）を8波長多重

（１つの波長当たり10Gbps）で伝送する方式を開発した。光ファ
イバーによる長距離伝送では、雑音やひずみによって信号品質
が劣化し、受信信号に誤りが生じやすくなる。より長距離の伝
送を可能にするため、誤り訂正符号を付加する技術を開発した。
これにより、伝送距離を、これまでの約80	kmから約100	km
に延ばせることを確認した。
イーサネット網によるSHVの伝送システムの研究については、
2013年度は受信機で再生する映像クロックのジッターを低減す
る制御法を開発し、シミュレーションと10ギガビット・イーサネッ
ト（10GE）を用いた実験でその有効性を実証した。

さらに、（一社）電波産業会（ARIB）超高精細度TVスタジオ設
備開発部会機器間インタフェース検討作業班でのSHVの機器
間インタフェースの検討に寄与した。

■ SHVのケーブルテレビ伝送技術
SHV信号を分割して複数のチャンネルで伝送することにより、
同軸ケーブルを用いている現在のケーブルテレビでも配信できる
複数搬送波伝送方式(1)の研究を進めている。2013年度は、正
しく受信するための制御情報等の設計を行った。さらに、研究
成果を、（一社）日本CATV技術協会（JCTEA）に提案した。
また、FTTH(Fiber	 to	 the	home)によるデジタル放送の家庭
への配信手段として、複数のデジタル放送をベースバンド信号
のまま時分割多重して、光ファイバー伝送する方式の開発も進
め、2013年度は複数のSHV信号などを10GEの技術を応用し
て光伝送する実験装置を試作した。

〔参考文献〕
(1)	 Y.	Hakamada,	N.	Nakamura,	T.	Kurakake,	T.	Kusakabe	and	K.	

Oyamada：	“UHDTV	(8K)	Distribution	Technology	and	Field	
Trial	on	Cable	Television	Networks,”　ITE	Trans.	on	MTA,	Vol.	
2,	No.	1,	pp.	2-7	(2014)
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　図3　キャリア間干渉補償による特性改善
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クロック周波数

イーサネットを用いた
映像信号伝送装置

 図1　イーサネット伝送におけるクロック再生制御実験


