
5.1　素材伝送技術

5.1.1　非圧縮スーパーハイビジョン用 120GHz 帯 FPU 
非圧縮8Kスーパーハイビジョン(SHV)信号の無線伝送を目指
して、偏波多重を用いる120GHz帯FPU(Field	Pickup	Unit)の
研究を継続し、2013年度は、120GHz帯FPUの性能評価と改
善を進めるとともに、SHV信号の無線伝送実験を実施した。
2012年度に試作した120	GHz帯小型高周波部(1号機)の性
能評価を実施し、屋外環境でも安定して伝送できることを確認
した(1)。この1号機と2011年度試作の性能評価機とを組み合わ
せて、非圧縮SHV信号（デュアルグリーン方式）の無線伝送を
技研公開において展示した。
1号機の性能評価結果をもとに、温度特性と120GHz帯の周
波数特性を向上させた120	GHz帯小型高周波部(2号機)(2)なら
びに、入力された16本のHD-SDI信号を、多重処理および誤り
訂正符号化処理を行って2本の11Gbps級のシリアル信号として
出力するベースバンド信号処理装置を、それぞれ試作した。こ

れにより、送受ともに、小型高周波部（1・2号機）と1台のベー
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2020年の8Kスーパーハイビジョン(SHV)の本放送

の開始を目指し、高品質で魅力的なコンテンツの制
作や大容量伝送を実現する番組素材伝送装置の開
発、IP（Internet Protocol）ネットワークを利活用した
取材網の構築、ISDB-T(Integrated Services Digital 
Broadcasting-Terrestrial)の高度化の研究を進めてい
る。

非圧縮SHV信号の無線伝送を目指した研究では、
偏波多重を用いる120GHz帯FPU(Field Pickup Unit)
の温度特性の改善とその評価を進めた。さまざまな条
件での野外伝送実験により、屋外環境でも安定して
伝送できることを確認した。

ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送する双
方向FPUの研究では、時分割複信方式の装置実装を
進め、実験により伝送特性を評価した。また、前方
向誤り訂正と自動再送要求を組み合わせたハイブリッ
ドARQ(Automatic Repeat reQuest)方式を実現する
ためのパケット構成の検討を進めた。

1.2GHz帯および2.3GHz帯への周波数移行が検討
されている700MHz帯FPUの研究については、移動
環境においても映像ビットレート35Mbpsを安定して
伝送できる時空間トレリス方式によるMIMO(Multiple-
Input Multiple-Output)伝送方式を情報通信審議会
に提案し、移行先周波数帯における技術基準に採用
された。

同様に、ホワイトスペースまたは1.2GHz帯への周波
数移行が求められているラジオマイクの研究について

は、非圧縮リニアPCM（Pulse Code Modulation）音
声が伝送できる高品質な方式と多チャンネル運用が可
能な方式の室内および屋外伝送実験を行い、その有
効性を実証した。これらの技術内容は、（一社）電波
産業会（ARIB）標準規格に採用された。

スタジオや中継現場においてケーブルレスで移動し
ながらの撮影を可能とするミリ波モバイルカメラの研
究では、MIMO伝送方式の演算規模の削減や、シン
グルキャリア方式において伝送路特性を周波数領域
で等化する方式の検討を進めた。また、ミリ波モバイ
ルカメラシステムの受信特性の性能改善を目指し、ア
ンテナ垂直面の半値角を50°から20°に絞って水平方
向の利得を向上させた楕円ホーンアンテナを開発し、
ゴルフ中継で使用した。

放送局間の素材伝送の高速化・高信頼化を目的とし
て、IPネットワークを利活用した取材網フルIP化の研
究を進めた。無線LAN・モバイルデータ通信など伝送
性能が大きく変化する無線伝送路でも安定に映像を
伝送する技術や、遅延増加を抑える技術、IP回線を
複数の素材伝送で同時に利用する技術を開発した。

ISDB-Tの高度化では、被災地向けエリア限定ワン
セグサービスの研究として、自治体等が被災地でエリ
ア放送を利用して災害情報を提供することを想定した
システムに関して、愛知県弥富市に設置した実験試験
局を利用して、9月に野外実験を実施した。実験により、
サービスエリアが設計どおりであることや開発したシス
テムの有効性を確認した。

ベースバンド信号
処理装置

カメラ三脚に取り付けた
120GHz 帯小型高周波部

　図1　非圧縮スーパーハイビジョン用120GHz帯FPUの構成
　　　　（受信側）



スバンド信号処理装置だけで、SHV信号の無線伝送が可能に
なった（図1）。
今回開発した120GHz帯FPUを用いた野外伝送実験で、非
圧縮SHV信号を伝送距離250m(強雨時：60mm/h)においても、
安定して無線伝送できることを確認した(3)。

〔参考文献〕
(1)	 津持，杉之下，岡部：“SHV伝送用120GHz帯FPUの開発，”映

情学技報，Vol.37，No.34，pp.45-48	(2013)
(2)	 岡部，津持，杉之下：“120GHz帯小型無線機の温度特性，”信学

総大，B-5-119	(2014)
(3)	 津持，岡部，杉之下，竹内，高橋，枚田：“SHV信号伝送用

120GHz帯FPUの1.25km伝送実験，”	信学総大，C-2-111	(2014)

5.1.2　双方向 FPU 伝送技術 
ファイルベースの映像素材を高速に無線伝送できる双方
向FPUの研究を進めている。2013年度は時分割複信(TDD:	
Time	Division	Duplex)方式の検討と装置実装を進めるととも
に、実験による伝送特性の評価を実施した。

■ 双方向FPU実験装置の試作と評価
2012年度に試作したマイクロ波（6 ～7GHz）帯双方向FPU

実験装置（図1）の性能評価と機能改善を進めた。TDD方式評
価用の遅延発生装置を用いて、提案するTDD方式が伝搬遅延
時間の変動に影響されることなく、最大の時間利用効率で動作
することを確認した。また、偏波共用スプラッシュプレート型パ
ラボラアンテナを組み合わせた無線伝送実験を電波無響室で実
施し、伝送距離50kmを片方向最大180Mbps程度の伝送レー
トで通信できる見通しを得た(1)。送受信高周波部の特性を改善
し、高精度AFC（Automatic	Frequency	Control）機能や適応
変調機能を実験装置に実装した。

■ MAC(Media Access Control)層パケット構成の
検討

誤り訂正と自動再送要求(ARQ:Automatic	Repeat	 reQuest)
を組み合わせたHARQ(Hybrid	ARQ)方式として、2012年度に
引き続き、初送時と異なるデータを再送するType-II	HARQを検
討した。2013年度は、再送パケットサイズが初送時の1/4で、
パケット制御情報を考慮した場合でも、伝送効率が大きく低下
しないことを計算機シミュレーションで確認した(2)。また、提案
するHARQ方式のハードウェア実装を進めた。

〔参考文献〕
(1)	 光山，鵜澤，居相：“時分割複信方式に基づく双方向デジタル

FPU実験装置の試作と評価，”映情学技報，	Vol.37，	No.41，	
pp.25-28	(2013)

(2)	 鵜澤，光山，青木，平栗：“パケット制御情報を考慮した双方向
FPU	HARQ方式の評価，”信学総大，B-5-134(2014)

5.1.3　700MHz 帯周波数移行関連 
総務省の「周波数再編アクションプラン」に基づき700MHz帯
を用いるFPUと特定ラジオマイクの周波数移行が求められてい
る。技研では円滑な周波数移行に貢献するための研究に取り組
んでいる。

■ FPU伝送技術
移動中継用FPUとして、現行方式よりも伝送容量を拡大でき
る時空間トレリス符号化（STTC:	Space-Time	Trellis	Code）方
式によるMIMO	(Multiple-Input	Multiple-Output)	伝送の研究
を進めている。2013年度は、FPUの移行先となる1.2GHz帯ま
たは2.3GHz帯の周波数で課題となる長遅延波や伝搬損失を解
決するため、FFTサイズとガードインターバル長が従来の2倍で、
4受信アンテナのダイバーシティー受信が可能な2×4	STTC-
MIMO伝送装置を開発した。京都、広島、びわ湖の各ロードレー
スコースにおいて新周波数での伝送実験を実施し、直交八木ア
ンテナで追尾した場合のMIMOの受信特性など、周波数移行に

向けた基礎データの取得を進めた。（一社）電波産業会（ARIB）
における標準化に寄与し、技研が研究を進めてきたSTTC-
MIMO方式を採用した標準規格が策定された(1)。本標準規格で
は、移動環境においてもITU勧告の映像ビットレート35Mbps
の安定した伝送が可能となった。
さらに、ロードレースなどの多数の受信基地局を配置する大
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　図1　試作した双方向FPU実験装置
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　図1　2×（16, 4）STTC-MIMO伝送装置



規模中継に対応するために、最大16の受信信号から最適な4つ
の受信信号を選択して復調に用いる2×(16,4)	STTC-MIMO方
式の伝送装置の開発も進めた（図１）。

■ラジオマイク伝送技術
ラジオマイクの移行先周波数は、1.2GHz帯および地上テレ
ビジョン放送のホワイトスペースである。1.2GHz帯は日本全国
で同じ周波数帯で運用できる特徴があるが、無線標定業務（レー
ダー）と周波数を共用するため、干渉に強いデジタル方式を採用
する必要がある。
現在、シングルキャリアQPSK方式で音声遅延が1～3ms程
度（占有周波数帯幅は288kHzまたは192kHz）のラジオマイクの
実用化が進められている。しかし、アナログ方式に迫る低遅延で、
高音質かつ高安定なラジオマイクの実現も期待されている。
技研では、低遅延で干渉やマルチパスに強く安定な伝送が期
待できるOFDMデジタル方式ラジオマイクの研究を進めている。
占有周波数帯幅が600kHzのOFDMデジタル方式は、非圧縮
のリニアPCM音声が伝送可能であることに加え、1ms以下の低
遅延が実現できる。
2013年度は、600kHz帯域幅のOFDMデジタル方式ラジオ
マイクの実験装置を使って、室内（スタジオ内）および屋外での
伝送実験を行い、安定に伝送できることを確認した。さらに、
実用化に向けてハンド型とツーピース型のOFDM方式デジタル
ラジオマイクを試作（図２）した結果、単3型の充電電池2本で
約4時間の連続動作を確認し、OFDMデジタル方式における低
消費電力化の見通しを得た。
一方、多チャンネル運用が可能な方式として、占有周波数帯
域幅が288kHzと192kHzのOFDMデジタル方式について、各

種の伝送パラメーターにおける試作機の動作を確認した。占有
帯域幅が600kHz、288kHz、192kHzのOFDMデジタル方式は、
ラジオマイクの伝送方式としてARIB標準規格に記載された(2)。

〔参考文献〕
(1)	 電波産業会：	“1.2GHz/2.3GHz帯テレビジョン放送番組素材

伝送用可搬形OFDM方式デジタル無線伝送システム（2.0版），	”
ARIB	STD-B57	(2014)

(2)	 電波産業会：“特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備（テレビ
ホワイトスペース帯、1.2GHz帯）（1.2版），”	ARIB	STD-T112	
(2014)

5.1.4　ワイヤレス素材伝送技術 
8Kスーパーハイビジョン（SHV）など次世代の素材伝送技
術の実現をめざして、これまでよりも大容量かつ高信頼なワイ
ヤレスカメラやFPUなどのワイヤレス素材伝送機器を実現する
ため、MIMO(Multiple-Input	Multiple-Output)伝送技術やシ
ングルキャリア周波数領域等化(SC-FDE	:	Single	Carrier	 -	
Frequency	Domain	Equalization)の研究、ミリ波モバイルカメ
ラの実用化に向けた性能改善に取り組んだ。

■ MIMO伝送技術
MIMO伝送の送信アンテナ数や変調多値数の増加に伴い、
増大するMIMO信号検出の演算規模を削減するため、送受信
アンテナ間の伝搬路行列を小さい行列単位（以下、ブロック
行列）で直交化し、各ブロック行列においてマンハッタンメト
リックによる送信信号点の候補選択を行う演算量削減型最尤
復号を提案した(1)。提案方式は、4×4MIMO多重伝送にQPSK
（Quadrature	Phase	Shift	Keying）変調を適用した場合に、従
来の最尤復号法と比較して演算規模を96.1%削減した。また、
送受信が見通しとなる高相関(伝搬路相関値0.8)なMIMO伝搬
路においても、通常の最尤復号法と同等の伝送特性を有するこ
とを計算機シミュレーションにより示した。また、ソフトウェア
復調をベースとした42GHz帯伝送実験を行い、提案方式の有
効性を実証した。

■シングルキャリア周波数領域等化（SC-FDE）

SC-FDE方式について、増幅器の非線形領域における伝送
特性と、OFDM方式と比較したシステム改善量を明らかにする
ため、要素技術を検討した。周波数領域でMMSE(Minimum	
Mean	Square	Error)等化を行う際の雑音のパラメーターを最適
化するとともに、変調方式として増幅器の非線形性に対する耐
性が高い16APSK(Amplitude	and	Phase	Shift	Keying)、検討
した誤り訂正、インターリーブなど要素技術を実装した。室内
実験の結果、実験装置で計算機シミュレーションと同様のCNR
（Carrier	to	Noise	Ratio）対BER（Bit	Error	Rate）特性が得られ、
SC-FDE方式をハードウェアで実現するための基礎技術が確立
した。また、SC-FDE方式の回路規模は変調器でOFDM方式
の1/2以下、復調器で2倍程度であることを明らかにし、増幅器
の非線形領域における伝送特性を確認した。

■ミリ波モバイルカメラの実用化に向けた性能改善
2012年度よりも、いっそう安定したハイビジョン伝送を実
現するため、アンテナの垂直方向の半値角を50°から20°に
絞って水平方向（0度方向）の利得を向上した楕円ホーンアンテ
ナを開発した（図１）。その結果、これまで使用していた円錐
ホーンアンテナと比較して、0度方向のアンテナ利得が3.4	dB
改善した(2)。また、カメラケーブル長の差によって生じる受信IF
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　図２　OFDMデジタル方式ラジオマイクの試作機



（Intermediate	Frequency）信号のガードインターバル長越えの
遅延に起因する伝送誤り率特性の劣化を補正する機能を実現す
るとともに、多種多様なカメラに対応するため、タリー信号をカ

メラ制御信号に多重させた。実用化に向けては、2×4MIMO伝
送に対応した回線品質モニター機能付き復調器を開発し、小形
かつ低廉なミリ波送信モジュールの検討も開始した。
このミリ波モバイルカメラは、NHK杯/日本選手権の体操競
技、女子・日本オープンゴルフ、Music	Japan、紅白歌合戦、チャ
リティーコンサートなどの番組撮影で使用された（図２）。

〔参考文献〕
(1)	 鈴木，小郷，濱住，府川，鈴木：	“スーパーハイビジョン映像の素

材伝送に向けたブロックQR分解を用いた演算量削減型MLD，”映
情学誌Vol.67，No.12，pp.J488-J496	(2013)

(2)	 伊藤，鈴木，小郷，濱住：	“42	GHz帯ワイヤレスカメラ用楕円ホー
ンアンテナの開発とその伝搬実験，”映情学技報Vol.38，No.8，
pp.43-46	(2014)

5.2　IPネットワーク活用技術
さまざまなIP（Internet	Protocol）ネットワークを活用し、柔軟
な運用や迅速な素材伝送を可能にする取材網フルIP化の研究を
進めた。

■さまざまなIPネットワークを活用する素材伝送技術
無線LAN（Local	Area	Network）やモバイルデータ通信など
の無線IPネットワークでは、伝搬状態によって伝送速度の変動
や大きな遅延が発生する。そこで、速度変化に対応するライブ
伝送技術と、遅延発生を防ぐファイル伝送技術の研究を進めた。
IPネットワークで安定にライブ伝送を行うには、速度超過によ
るパケットロスを防止する送信レート制御とパケットロスで失わ
れたデータの回復が必要である。
無線LANでは、適応変調により通信速度が変化するため、
無線LANデバイスの速度情報を利用して映像送信レートを制限
することで安定化を図った(1)。
一方、可視光通信を利用してケーブルが不要な水中カメラ中
継を実現する水中ワイヤレス伝送では、通信速度の変化はない
が、気泡等により通信遮断が発生する。そこで、可視光通信の
伝搬特性を調査し、再送と冗長データの送信によって軽減する
手法の基本設計を行った。

一方、モバイルデータ通信を利用して大容量のファイル伝
送を行うと、大容量のバッファーにパケットが滞留し、伝送
遅延が数秒まで増大することがあり、他の通信の遅延も増
加させてしまう。そこで、バッファーを埋め尽くさないように
TCP(Transmission	Control	Protocol)の速度を制御する方式を
開発し、実ネットワーク上での実験で、スループット性能を保ち
ながら遅延を抑制できることを確認した(2)。

■ IPネットワークを複数の素材伝送に利用する技術
取材した素材映像の放送局間伝送では、素材映像ごとに用
意した専用回線で伝送している。このため、1つの回線で同時
に複数の素材映像を伝送できれば、伝送時間を短縮し、緊急
に素材映像を伝送することができる。
映像伝送回線をIPネットワークで構成することで、複数の素
材を同時に伝送することが可能になる。しかし、回線が混雑し
た場合に各素材伝送で使用する帯域の調整が必要である。そこ
で、レート増減を指示する装置、その指示に基づき送信レート
を制御できる素材伝送装置、帯域表示装置を開発した。これら
で構成されたシステムにより、回線混雑時にはファイル伝送や
監視映像等のレートを下げ、オンエア中の中継映像を高画質化
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<アンテナ写真>

<3D指向性計算値>

円錐ホーンアンテナ（従来） 楕円ホーンアンテナ（提案）

開口部
9.4 mm

長軸
30 mm

短軸
8 mm

　図1　円錐ホーンアンテナと楕円ホーンアンテナ

　図２　日本女子オープンゴルフ選手権における撮影の様子



するなど、重要な素材映像の送信レートを制御することで、い
ち早く放送局に素材映像を届けられる見通しを得た。

〔参考文献〕
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映情学冬大，	12-8（2013）
(2)	 T.	 Koyama，	K.	 Aoki	 and	 Y.	 Endo：	 “Delay-based	 TCP	

Considering	 the	 Latency	 by	Data	 Link	 Layer	 of	Mobile	
Broadband	Network，”	 2013Globecom，	CQRM-8-02，	
pp1573-1578（2013）	

5.3　ISDB-Tの高度化
■ 被災地向けエリア限定ワンセグサービスの野外検

証実験

地上デジタル放送の電波に妨害を与えないことを前提に、そ
の地域で空いているUHF帯の周波数（ホワイトスペース）を使っ
て、自治体、大学、企業等が限られた範囲に放送サービス（エ
リア放送）できる制度改正が2012年施行された。技研では、自
治体等が被災地でエリア放送を利用して災害情報を提供するこ
とを想定し、ワンセグ用可搬型コンテンツ制作・情報収集装置
と送出装置からなる被災地向けエリア限定ワンセグシステム（図
1）を2012年度開発した。
2013年度は、9月に愛知県弥富市に設置した被災地向けエリ
ア限定ワンセグサービスの実験試験局を使用して、開発したシ
ステムを検証する野外実験を行った（図2）(1)。複数のワンセグ
受信機を用いて災害時のエリア放送を模擬したサービスの受信
状況を記録し、電波の届く範囲（サービスエリア）が設計通りで
あることを確認した。また検証実験により、避難所やライフラ
インの情報などがワンセグ端末で正しく受信され、災害関連情
報の提供を想定したシステムの有効性を確認することができた。

〔参考文献〕
(1)	 実井，宮坂，成清，中村，中村，高田：“被災地向けエリア限定

ワンセグサービスの野外検証実験，”映情学冬大，	12-6	(2013)

32　｜　NHK技研 研究年報 2013　

5　高度番組制作・伝送技術　｜　5.3　ISDB-Tの高度化

受信画面

映像

データ
放送

送信アンテナ
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　図1　被災地向けエリア限定ワンセグシステム


