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1　8Kスーパーハイビジョン
2016年に8Kスーパーハイビジョン（SHV）による試験放送、2018年までの実用放送の開始を目指し、SHVに関
わる映像方式や撮像、表示、記録、符号化、音響、伝送等の各技術の研究を進めている。
映像方式については、ハイライト部を再現することによって映像表現を向上させる高ダイナミックレンジ映像方
式をSHVに導入する方法を検討し、国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に提案した。インターフェースにつ
いては、（一社）電波産業会（ARIB）で規定されている、多芯のマルチモードファイバーを用いた機器間信号伝送規
格ARIB STD-B58に準拠したSHV機器およびケーブルの開発を進めた。また、長距離伝送を可能にする波長分割
多重方式の規格への追加や本インターフェースへ音声信号を多重する方式の規格策定に寄与した。
カメラについては、小型で高画質な8K単板カラー撮像システムの研究を進め、1億3,300万画素の単板カラー撮
像素子をフレーム周波数60Hzで動作させることに成功した。感度改善を目指した裏面照射画素構造撮像素子の研
究では、画素数3,300万以上、フレーム周波数120Hz以上で動作する裏面型撮像素子を設計した。新たにサイク
リック系3段A/D変換回路を開発し、A/D変換時間が従来の半分に高速化されたことをシミュレーションで確認し
た。また、カメラ開発の指標となるフルスペック8Kリファレンスカメラやフレーム周波数120Hzに対応した超小型
8K単板カラーカメラを試作した。
ディスプレーについては、対角1.3インチの3,300万画素液晶素子3枚をフレーム周波数120Hzで駆動し、光源に
半導体レーザーを用いた、フルスペックSHV映像を表示可能なプロジェクターを開発した。また、直視型液晶ディ
スプレーにレーザーバックライトを用い、カラーフィルターの特性を改善した4K広色域LCD（Liquid Crystal 
Display）を開発した。さらに、大画面シート型ディスプレーの実現に向けて、長寿命・高効率な有機ELデバイス
や高速駆動に有効な酸化物半導体トランジスターなどの要素技術開発を進めた。
記録については、2013年度に開発した小型記録装置を改修し、メモリーパックの高速化や圧縮手法の改善を進
めるとともに、ARIB標準規格STD-B58に対応した映像入出力インターフェースボードを開発した。
映像符号化については、2012年度に開発したMPEG-H HEVC（High Effi  ciency Video Coding）/H.265方式によ
るSHV映像符号化装置を改修し、画面を4分割して符号化する8K放送の国内標準規格に準拠させた。超解像復元
型映像符号化の研究では、4K/12ビットの映像を2K/8ビットに変換してリアルタイム伝送することができる映像
符号化装置を開発した。
音響の研究については、22方向の残響を生成する3次元残響付加装置に音場の容積や残響時間が異なる100種類
を超えるインパルス応答を実装した。この装置は、2014年7月に完成した世界初の22.2ch音響制作専用のCD-606
ダビングスタジオで実運用を開始した。フラットパネルディスプレー一体型の枠型スピーカーを用いたトランス
オーラル再生法の研究では、両耳に伝わる音の伝達関数を低次元のモデルで同定する技術を開発し、計算量を従
来法の約1/6に削減した。また、ナレーションの聞きやすさを受信機で制御するためのダイアログ制御方式を提案
し、ARIB標準規格の策定に寄与した。
次世代CAS技術については、超高精細度テレビジョン放送システムの限定受信方式として、ARIB標準規格
STD-B61「デジタル放送におけるアクセス制御方式（第2世代）及びCASプログラムのダウンロード方式」の策定に
寄与した。
衛星伝送技術については、12GHz帯放送衛星を用いる超高精細度テレビジョン放送の研究を進め、衛星1中継器
で100Mbpsを伝送可能とした方式が、ARIB標準規格となった。また、国際標準化に向けて、超高精細度テレビ
ジョン（UHDTV: Ultra High Defi nition Television）衛星放送の伝送方式として勧告化することをITU-Rに提案した。
複数伝送路のための多重技術の研究成果は、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
（MPEG Media Transport）に反映されるとともに、UHDTV放送の多重方式としてARIB標準規格にも採用された。
地上伝送技術については、大容量伝送の研究として熊本県人吉市に設置した実験試験局を用いた測定を継続す
るとともに、誤り訂正技術、超多値変調技術、移動体受信技術などの検討を進めた。
番組素材伝送については、無線伝送を目指したFPU（Field Pick-up Unit）の研究を進め、非圧縮のSHV信号を伝
送するための120GHz帯FPUは、これまでの研究成果をもとに国内標準化を進めた。また、圧縮したSHV信号を伝
送するためのミリ波帯（42GHz帯）FPU、マイクロ波帯（6/7GHz帯）超多値OFDM-FPU、移動伝送用1.2GHz/2.3GHz
帯FPUの研究を進めた。
有線伝送技術については、ケーブルテレビでのSHV伝送方式として開発した複数搬送波伝送方式について、大
規模ケーブルテレビの商用回線などで実証実験を行うとともに、国内および国際標準化を進めた。非圧縮のSHV
信号を伝送する光ファイバー伝送システムについては、シングルモード光ファイバーでの波長多重伝送時に長距
離伝送を可能とする装置を開発し、100kmを超える長距離伝送・デモを実施した。
総務省が公表したロードマップに従い、4K/8K超高精細度テレビジョン放送の早期実現に向けて国内標準化活動
に参加し、技術基準の策定に取り組んだ。2014年3月に、「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月に国の技術基準である総務省令や総務省告示が公布された。2014年
12月までに、超高精細度テレビジョン放送方式の詳細を規定する一連の民間標準規格がARIBで策定された。
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1　8Kスーパーハイビジョン　

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。

■高ダイナミックレンジ映像方式
従来のテレビにおける輝度方向のダイナミックレンジの制限

に起因する高輝度部の色相変化や精細度低下（白つぶれ）、大
きな明暗差を含むシーンの再現困難といった問題を解決し、ハ
イライト部分を再現・強調した映像によって視聴体験を向上さ
せることを目的として、SHVに高ダイナミックレンジ（HDR: 
High Dynamic Range）映像方式を導入する方法を検討してい
る。HDR化のために映像信号と輝度の間の非線形伝達関数を
変える提案がなされているが、従来システムとの互換性を考慮
し、ディスプレーの非線形伝達関数は変更せず、運用上の基準
白レベルを下げることでハイライト部を表現する方法を国際電
気通信連合無線通信部門（ITU-R）に提案した。

■広色域
広色域表色系を採用したSHVは、従来色域のハイビジョン

（HDTV: High Defi nition Television）では再現できなかった鮮
やかな物体色も正しく再現できるが、SHV映像をHDTV番組で
用いる場合には、広色域から従来色域への自然で高品質な変
換方法が課題となる。そこで、明度と色相を保ちつつ彩度だけ
を下げる方法を基本とし、種々の広色域映像を用いた変換実験
を通して問題点を明らかにし、その対策を検討した。色域変換
によるシアン色の色相変化を改善するため、色相が知覚的に変
化しないための変換特性を評価実験に基づいて導出した。ま
た、黄色ハイライトなどでの著しい彩度低下を解消するための
変換特性を考案した。これらの改善策を導入した高品質な色域
変換方法を3次元ルック・アップ・テーブルに実装した色域変
換装置を開発した（1）。一方、HDTV映像をSHV番組で用いる場
合には、HDTV色域内の色が変換後に変化しないことを要求条
件とし、リニアマトリクスを用いた色域変換法をITU-Rに提案
した。
広色域のSHV制作に適したLED照明を検討するため、様々

なLED照明を用いた際の色再現性について、演色評価数Raお
よびSHVカメラとHDTVカメラの特性に基づく色再現性評価指
標Qaの評価を行った。

■高解像度
800万画素4板式SHVカメラや3,300万画素単板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デモザイキング
装置を開発した。本装置には、色信号を精度良く補完するため
にフィルター特性を適応的に制御する手法（2）を実装しており、
自然なフル解像度SHV映像を生成できることを確認した。

■インターフェース
（一社）電波産業会（ARIB）標準規格STD-B58（2014年3月策
定）は、4K/8Kの超高精細度テレビジョン（UHDTV: Ultra 

High Defi nition Television）信号を複数の10Gbps信号にマッピ
ングし、多芯のマルチモードファイバーを用いて伝送するイン
ターフェース（I/F）を規定している。本標準規格に準拠したI/F
を備えた、カメラシステム、表示装置、記録装置、信号分配
器、最大32チャンネルの音声信号の多重・分離装置などの
SHV機器を開発するとともに、これらを接続するための光ケー
ブルを製作した。この光ケーブルは、従来の同軸ケーブルとほ
ぼ同等の太さや強度で、コネクタも従来とほぼ同等のサイズで
あり、約144GbpsのフルスペックSHV映像信号をケーブル1本
で伝送できる（図1）。
マルチモードファイバーを用いる場合は、伝送距離が100m
程度に制限される。中継現場やスタジオ間での使用に適した数
kmの伝送を目的として、10Gbpsのマルチリンク信号を波長分
割多重し、シングルモードファイバーで伝送する方式をARIB
標準規格STD-B58に追加する議論を進め、2015年3月に改定
版が策定された（3）。また、本I/Fの補助データ領域に最大32
チャンネルの音声信号（サンプリング周波数48kHzまたは
96kHz）を多重する方式を標準規格化する議論を進め、2015
年3月にARIB標準規格STD-B64が策定された（4）。

〔参考文献〕
（1） K. Masaoka, T. Yamashita, Y. Iwasaki, Y. Nishida and M. 

Sugawara: “Color Management for Wide-Color-Gamut UHDTV 
Production,” SMPTE 2014 Annual Technical Conference & 
Exhibition（2014）

（2） 白井，西田：“エッジ強度に基づく適応補間フィルタを用いたカラー
デモザイキング法,” 映情学年次大，16-5（2014）

（3） （一社）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
インタフェース規格（1.1版）,” ARIB STD-B58（2015）

（4） （一社）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
インタフェースにおけるデジタル音声規格（1.0版）,” ARIB 
STD-B64（2015）

図1　 UHDTV機器間インターフェース用光ケーブル（左）と
ハイビジョン用同軸ケーブル（右）の外観
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1.2　カメラ

実用的なフルスペック8Kスーパーハイビジョンカメラの実
現を目指し、撮像システムおよび撮像素子の研究開発を進めて
いる。

■8Kフル画素単板カラー撮像システム
実用的なフルスペック8Kカメラの実現を目指し、小型で高
画質な8K単板カラー撮像システムの研究を進めた。
フルスペック8K映像を撮影するためには、赤、青、緑の各
色とも3,300万画素の情報が必要であるが、これまでは、光学
プリズムを用いた大型の3板式カメラが用いられていた。カメ
ラの小型化には1枚の撮像素子でカラー信号を取得する単板撮
像方式が有効であるが、これまで素子の画素数が不足してお
り、3板式と同等の解像度を得ることが困難であった。本研究
では、2012年度より、動画用として初めて1億3,300万画素の
単板カラー撮像素子を開発し、駆動実験を行ってきた（1）（図1）。
2014年度は、フレーム周波数60Hzで動作させることに成功し、
撮像した映像を技研公開で展示した。
多画素の映像を動画で取り扱うためには、高速な信号処理

と、大容量の信号伝送装置が必要となる。そこで、将来のカメ
ラへの実装に向けて、8Kフル解像度をリアルタイムに処理可
能な信号処理装置と、光ファイバー1本で伝送が可能な小型光
波長多重伝送装置の開発を進めた。
撮像素子の信号レベルに依存して振幅が変化する固定パ

ターンノイズの抑圧手法について研究を進めた。レベル依存ノ
イズをリアルタイムに抑圧する回路を試作した。さらに、レン
ズのF値や焦点距離などのレンズパラメーターに応じて変動す
る画像のシェーディングを動的に抑圧する補正信号処理装置の
試作を進めた。

■裏面照射画素構造撮像素子
フルスペック8K単板カラーカメラのイメージセンサーを目
指し、裏面照射画素構造の単板カラー撮像素子の研究を進め
た。
2014年度は、裏面照射画素構造の評価用撮像素子として、

画素数3,300万以上、フレーム周波数120Hz以上で動作可能な
撮像素子の設計を進めた。評価用撮像素子は、裏面照射型と
することで表面照射型より感度改善を目指し、さらに画素部と
信号処理部を3次元積層構造とすることで高フレームレート化
を可能とする新しい構造とした。画素部は、65nmルール微細

半導体プロセスを用い、画素サイズを1.1μmとした。画素から
のアナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換回路は、パ
イプライン動作が可能なサイクリック系3段A/D変換回路を新
たに設計した。回路シミュレーションによりA/D変換時間を従
来の半分の0.92μsまで高速化できることを確認した。このA/
D変換回路をセンサー内部に多並列で配置することにより、
120Hz以上の高フレームレート化を可能とした。

■フルスペック8Kリファレンスカメラ
2012年度より開発している、フレーム周波数120Hz、画素

数3,300万のフルスペック8K用イメージセンサーの高感度化と
カメラ開発を進めた。
新たに65nmルールの微細半導体プロセスを用い、画素サイ

ズが3.2μmのイメージセンサーを試作した。2013年に開発し
たイメージセンサーに比べ、2.1倍の高感度化と1.8倍の飽和電
荷量とした。また、イメージセンサーに内蔵するA/D変換回路
の階調（ビット数）を従来の12ビットから14ビットに拡大した。
本イメージセンサーと、新たに設計した広色域対応の色分解

光学プリズムを用い、8Kの最上位の映像フォーマット（3,300
万画素、120Hz、広色域）を満たし、さらに（一社）電波産業会
の標準規格ARIB STD-B58準拠のU-SDI光インターフェースを
内蔵した、フルスペック8Kリファレンスカメラを試作した（2）
（図2）。

■超小型8K単板カラーカメラ
前述の高感度化したフルスペック8K用イメージセンサーを
単板カラー方式に対応させ、超小型8K単板カラーカメラ
（キューブカメラ）を試作した。60Hz用のカメラ信号処理装置
（CCU）を並列使用することにより120Hzに対応し、超小型で
機動性の高い8K/120Hz映像の収録が可能となった（3）。本カメ
ラはブラジルで行われた「2014 FIFA World Cup Brazil」のサッ
カー中継に使用された（図3）。撮影した映像はIBCなど海外の
展示会で上映され、8K/120Hzのスポーツコンテンツへの有効
性を示した。
裏面画素構造撮像素子および3,300万画素120Hz撮像素子

の研究開発は、静岡大学と共同で実施した。

図1　1億3,300万画素撮像素子

43.2mm
図2　フルスペック8Kリファレンスカメラ
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1.3　ディスプレー

画素数7,680×4,320、フレーム周波数120Hz、広色域をす
べて満足するフルスペック8Kスーパーハイビジョン（SHV）映
像を表示可能なディスプレーの開発や大画面シート型ディスプ
レーの研究を進めた。

■プロジェクター
対角1.3インチの3,300万画素液晶素子3枚をフレーム周波数

120Hzで駆動し、光源に半導体レーザーを用いた、フルスペッ
クSHV映像を表示可能なプロジェクターを（株）JVCケンウッ
ドの協力を得て開発した。液晶素子は従来の4K素子と同サイ
ズであり、フルスペック化とあわせて小型化も実現した。

■直視型ディスプレー
広色域SHV映像制作ワークフローにおけるカラーマネジメン

トでは、ディスプレーの色域をいかに標準の広色域に近づける
かが課題である。SHV広色域表色系の三原色はスペクトル軌
跡上にあるため、理想的にはディスプレーの光源としてレー
ザー等の単波長光を用いる必要がある。直視型液晶ディスプ
レーで広色域表示を実現するため、バックライトにレーザーを
用い、カラーフィルターの分光透過特性のクロストークを改善
した4K広色域LCDを開発した。一方、コストと性能の観点か
ら非レーザー光源が用いられることも想定されるため、近年開
発された量子ドットLEDなどによる非単波長光や実在するカ
ラーフィルターの特性に基づいて色域をシミュレーションし、
広色域ディスプレーの実現可能性と設計指針を示した（1）。

■SHVシート型ディスプレー要素技術の研究
家庭での大画面8K SHVの視聴を可能とするシート型ディス

プレーの実現を目指して、丸めて持ち運びができ、軽量でフレ
キシブルなディスプレーの研究を進めている。2014年度は、
本ディスプレーの基盤技術として、表示用有機材料・素子、マ
トリックス駆動に必要な薄膜トランジスター（TFT: Thin Film 
Transistor）、プラスチック基板を用いた表示パネル作製技術の
研究に取り組んだ。
有機材料・素子の研究では、フレキシブル有機ELディスプ

レーの長寿命化と低消費電力化に向けて、新規デバイス構造や
材料の研究開発を進めた。有機ELをフレキシブルディスプレー
に適用する際の最大の課題は、水分や酸素による有機ELの劣
化である。特にバリア性能の低いフレキシブル基板上では顕著
に劣化する。そこで、大気に不活性な材料のみを用い、劣化に
強い長寿命な有機ELとして、逆構造有機ELを研究開発してい
る。2014年度は、大気中で安定なデバイスの実用化に向けて
駆動寿命に関する評価を進めた（2）。酸化亜鉛と有機材料を組
み合わせた新規電子注入層を開発することで、連続点灯も実用
レベルの長寿命化を達成した。この逆構造有機ELの開発は、
（株）日本触媒と共同で実施した。
また、長寿命・高効率なリン光有機ELデバイスを低コスト
で実現する技術を確立した。長寿命なリン光デバイス内の発光
機構を明らかにし、実用的なリン光デバイスに適した発光層構
成を見出した（3）。この発光層構成を用いることで、希少金属を
含む高価なリン光材料の使用量を従来デバイスに比べ1/6以下
に減らしても、高効率・長寿命なデバイスが実現できた。これ
により、デバイスの低コスト化が期待でき、リン光有機ELデ

〔参考文献〕
（1） R. Funatsu, S. Huang, T. Yamashita, K. Stevulak, J. Rysinski, D. 

Estrada, S. Yan, T. Soeno, T. Nakamura, T. Hayashida, H. 
Shimamoto and B. Mansoorian: “133-Mpixel 60-fps CMOS 
Image Sensor with 32-Column Shared High-Speed Column 
Parallel SAR-ADCs,” IEEE International Solid-State Circuits 
Conference（ISSCC），6.2（2015）

（2） 北村，添野，安江，山下，島本：“フルスペック8Kスーパーハイビ
ジョンリファレンスカメラの開発,” 映情学冬大，7-5（2014）

（3） 安江，北村，塚本，遠藤，島本：“超小型8Kスーパーハイビジョン
カメラのフレーム周波数120Hz化,” 映情学年次大，20-6（2014）

表1　SHVプロジェクターの比較

開発年度 2002年 2009年 2011年 2012年 2013年 2014年
素子サイズ 1.7インチ 1.3インチ
素子画素数 800万×4板 3,300万×3板 800万×3板，e-shift（＊） 3,300万×3板
フレーム周波数 60Hz 120Hz
光源 キセノンランプ 高圧水銀ランプ レーザー

（＊）複屈折特性を持ち、電気信号により屈折率を変化させ画素ずらしを行い、実質的に縦横2倍の解像度で表示可能なデバイス

図3　 2014 FIFA World Cup Brazilでの8K/120Hz撮
影の様子

©FIFA
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バイスの早期実用につながる。これらの研究の一部は、総務省
の委託研究「究極の省電力ディスプレー実現に向けた高効率・
長寿命有機ELデバイスの研究開発」を受託して実施した。
TFTの研究では、SHVシート型有機ELディスプレー用駆動

素子として、高移動度で大面積形成が可能な酸化物TFTの開発
を進めた。2014年度は、高速駆動に有効な低寄生容量、短
チャネルが可能な、バックチャネルエッチ（BCE）型TFTの開
発に取り組んだ。従来の酸化物半導体材料In-Ga-Zn-O（IGZO）
は、金属電極の微細加工に用いる酸エッチング液に対して膜中
の酸化ガリウム（Ga2O3）の耐性が低く、BCE型TFTの作製が
困難であった。新たにタングステンを含有したIn-W-Zn-O
（IWZO）を用いることで、BCE型TFTの作製に成功した（4）。電
流電圧特性から見積もった移動度は14cm2/Vsであり、従来の
In-Ga-Zn-Oを用いたTFTよりも優れた値を得た。さらに、
IWZOを用いたBCE型TFTの特性改善に向け、新規素子構造の
検討を行った。半導体層を単層から二層構造（組成比が異なる
二種類の半導体材料を積層）に変更することで、移動度を
20cm2/Vsに向上でき、二層構造がBCE型TFTの高移動度化に
有効であることを示した。
表示パネル作製技術の研究では、大気中の水分や酸素によ

る劣化が少ない逆構造有機ELを搭載した、8インチサイズVGA
（640×480）画素のパネルを160℃以下の低温でフィルム基板
上に作製した。試作した酸化物（IGZO）TFTアレーは、移動度
7cm2/Vs程度を示し、画面内で均一な駆動性能が得られた。
また、パネルの厚みは0.3mm、重量は15gで、湾曲状態におい
ても安定した動画表示が可能であった。この結果から、逆構造
有機ELをフレキシブルなパネルへ応用できることを確認した。

〔参考文献〕
（1） K. Masaoka, T. Yamashita, Y. Iwasaki, Y. Nishida and M. 

Sugawara: “Color Management for Wide-Color-Gamut UHDTV 
Production,” SMPTE 2014 Annual Technical Conference & 
Exhibition（2014）

（2） H. Fukagawa, K. Morii, M. Hasegawa, Y. Arimoto, T. Kamada, T. 
Shimizu and T. Yamamoto: “Highly Efficient and Air-Stable 
Inverted Organic Light-Emitting Diode Composed of Inert 
Materials,” Applied Physics Express, Vol. 7, pp.082104-1-
082104-4（2014）

（3） H. Fukagawa, T. Shimizu, T. Kamada, Y. Kiribayashi, Y. Osada, 
M. Hasegawa, K. Morii and T. Yamamoto: “Highly Effi  cient and 
Stable Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes Utilizing 
Reverse Intersystem Crossing of the Host Material,” Advanced 
Optical Materials, Vol. 2, pp.1070-1075（2014）

（4） 辻，中田，中嶋，武井，藤崎，山本：“In-W-Zn-Oを用いたバック
チャネルエッチ型TFTの開発,” 映情学冬大，7-9（2014）

1.4　記録システム

8Kフルスペックスーパーハイビジョン（SHV）記録装置の実
現に向けて、2014年度は固体メモリーパックの高速化、およ
び圧縮記録技術の開発を進めた（1）（2）。
メモリーパックの高速化については、データ転送や書き込み
におけるオーバーヘッドを削減することで実現した。具体的に
は、固体メモリーへの書き込みにおいて、書き込みアドレス変
換を行うテーブルデータをコントローラー内のRAMへ保持する
ことで、オーバーヘッドをなくし、データ転送速度を改善した。
また、チャンネルあたり1コマンドでの書き込み／読み出し単
位を従来に比べ2倍の256kBとすることで、シーケンシャル書
き込み速度を改善した。これらの改善により、20Gbps以上の
データ転送速度を達成した。
圧縮記録技術については、独自の圧縮データ量予測アルゴリ

ズムを開発した。従来、圧縮後の映像データ量を予測するに
は、2回の圧縮を行うか、間引き画像で予測する方法が一般的
であった。しかし、2回圧縮方式では処理規模が大きくなるこ
と、間引き映像では、精度の高い予測が難しいことが課題で
あった。今回、8×8または16×16の符号化単位で、間引き画
像を作成し、2K圧縮画像から8K圧縮サイズを予測するテーブ
ルを用いることで、精度の高い予測が可能であることがわかっ
た。種々の画像に対し圧縮データ量の予測シミュレーションを
行い、その効果を実証した。
また、（一社）電波産業会（ARIB）規格（ARIB STD-B58）に規
定されている光インターフェースに対応した、記録装置用のフ

ルスペックSHV光入出力インターフェースボードを新規に開発
した（図1）。初段のボード1で光から電気信号への変換および
色変換を行い、後段のボード2で2個のFPGAを用いて偶数フ
レームと奇数フレームとを交互に処理することで、高速化した。

〔参考文献〕
（1） 梶山，菊地，宮下：“8Kスーパーハイビジョン圧縮記録装置,” 映情

学技報，Vol. 39, No.7, pp.31-34（2015）
（2） 菊地，梶山，宮下：“スーパーハイビジョン圧縮記録技術,” 映情学

年次大，16-6（2014）

図1　フルスペックSHV光入出力インターフェースボード

入力

出力

信号処理
ボードへ

SHV信号

ボード1 ボード2

偶数フレーム

奇数フレーム

図1　逆構造有機ELを搭載したフレキシブルディスプレー
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1.5　符号化

8Kスーパーハイビジョン放送の実現を目指し、映像符号化
の研究を進めている。

■8K HEVC符号化システムの開発
MPEG-H HEVC（High Effi  ciency Video Coding）/H. 265方
式による8Kスーパーハイビジョン映像符号化装置および復号
装置の開発を進めた。
2012年度に開発した8K HEVC符号化装置を、8K放送の国

内規格（ARIB STD-B32 3.0版）に準拠させるための改修を行っ
た。国内規格では、8K映像の符号化には所定の画面4分割が
必須であり、その内部の再分割も可能と規定されている。そこ
で、17分割であった既存装置を改修して画面4分割方法に対応
させた（図1）。また、レート制御方法を変更して、画面分割し
た各領域の複雑度に応じて符号量を配分するようにした。さら
に、分割した領域の境界部分の不連続をなめらかにするフィル
ターを適用した。これらの改修により、主観品質の向上が確認
できた。
2013年度に設計した仕様に基づき、8K HEVC復号装置を

開発した。本装置は画面4分割の符号化方法に対応している。
符号化装置の画質改善に利用することを目的に、超高精細映
像に対応したリアルタイム画質測定装置を開発した。リファレ
ンス映像信号と評価映像信号を比較しリアルタイムでPSNR
（Peak Signal to Noise Ratio）の測定が可能である。
符号化装置と復号装置の研究開発は、三菱電機（株）と共同

で実施した。

■8K IP伝送
2014年6月から7月にブラジルで開催された2014 FIFAワー

ルドカップの8Kによるパブリックビューイング（PV）を、世界
サッカー連盟（FIFA）と共同で実施した（1）。PVでは、日本×
コートジボワール戦を始め、決勝のドイツ×アルゼンチン戦ま
での合計9試合の生中継と、制作済みの8Kコンテンツをブラジ
ル3会場、国内4会場で上映した（図2）。
競技場で制作した8Kコンテンツは、開発したMPEG-4 
AVC/H. 264方式の符号化装置を用いて280Mbpsに圧縮し、
NTTの協力を得てリオデジャネイロの伝送拠点であるRNP
（Rede Nacional de Ensino e Pesquisa: ブラジルの学術ネッ
トワーク研究機関）を通り、国際共用IP網を用いて渋谷のNHK
放送センターまで伝送した。日本国内においては、放送セン
ターで一旦復号した信号を東京と横浜のPV会場へ伝送すると
ともに、圧縮したままの形式で大阪と徳島のPV会場へ伝送し、

PVを実施した。

■超解像復元型映像符号化
超解像画像復元技術を応用した映像符号化システムの開発

を進めている。
2013年度までに開発した階調と空間解像度の削減・復元を

統合した符号化装置を開発した。本装置は最大で4K/12ビット
の映像を2K/8ビットに変換してリアルタイム伝送することが
可能で、これまでに開発したウェーブレット超解像技術、復元
処理の最適化制御に加えて、トーンマッピング機能、フィード
フォワード制御機能、補助情報圧縮送出機能を新たに実装した
（図3）。
トーンマッピングには、出現頻度の高い画素値レベルをより
細かく量子化するLloyd-Max量子化（LM量子化）の近似方式を
実装した。本近似によりLM量子化の反復演算を回避するとと
もに、受信部での復元をフィードフォワード制御することで高
速化を実現した。
空間解像度復元の最適化制御においては、従前の誤差規範

に加えて、構造性やリンギングの規範を導入し、これらを総合
的に評価することで主観画質に近い最適化が可能となった。
符号化装置から出力される補助情報は、空間および階調方向

の超解像を行うためのパラメーターを格納したものである。空
間方向のパラメーターは、超解像に用いるフィルターの種類を
示し、画面を分割したブロックごとに格納されている。階調方
向のパラメーターは、ビット深度を拡張するための情報で、画
面を4つに分けた領域ごとに格納されている。ハフマン符号化
を用いてこれらの情報を5％程度にまで可逆圧縮するアルゴリ
ズムを考案した。このアルゴリズムを実装し、実時間処理を可
能にした（2）。
4Kおよび8Kの映像を4K帯域で送ることを目標として、解像

度階層間の予測に超解像技術を用いる方式の研究を実施し、
ウェーブレット超解像技術をベースとする実時間予測処理装置
を開発した。2K/4K間の予測処理装置送受4対向（8式）により
8K伝送が可能となるが、2014年度はこのうち5式を試作した。
この研究は、総務省の委託研究「超高精細度衛星・地上放送の

図1　国内放送規格に準拠した画面分割
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43
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素
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従来のスライス分割
規格で定められた
画面4分割方法

図2　大阪のPV会場
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周波数有効利用技術の研究開発」を受託して実施した。
超解像技術により空間、時間、階調、色の映像方式を変換

する研究を開始した。2014年度は空間方向の超解像法を開発
した。複数フレーム間で高精度に位置合わせを行うためレジス
トレーション超解像法を導入し、さらに高精細映像の高い自己
相似性を考慮して、同一フレーム内の相似オブジェクト間でも
位置合わせを行った（3）。また、種々のカメラ特有の標本化構造
を考慮した位置合わせ精度向上法を導入した。

〔参考文献〕
（1） 井口：“8Kスーパーハイビジョンの展望とパブリックビューイング

について,” 第28回光通信システムシンポジウム（2014）
（2） 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

映像の超解像復元型映像符号化の検討,” 第13回情報科学技術
フォーラム講演論文集, No. 3, I-024, pp.219-222（2014）

（3） 松尾，境田：“高精細映像の標本化構造を考慮した多重解像度分解
成分間の時空間レジストレーションによる空間超解像法の検討,” 
2014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 2014），I-2-02（2014）

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（以下22.2ch音響）について研究している。

■8K音響収音制作システム
22.2ch音響を簡易かつ効率的に収音・制作する研究を進めて

いる。22.2ch音響用マイクロホンでは、平面波に対する素子の
特性が必要となるが、現実には無響室内の近距離の音源による
球面波でしか測定できないため、球面波の音源を複数用いて平
面波を合成することで、精度よく平面波特性が得られることを
見いだした（1）。
制作システムでは、放送センターのスタジオやNHKホール、

スタジアムなど17の音場（図1）で実測した、音場の容積や残響
時間が異なる100種類を超えるインパルス応答を、22方向の残
響を生成する3次元残響付加装置に実装した。この装置は、
2014年7月からCD-606スタジオで実運用を開始した（2）。さら
に、機器サイズを約半分にし、残響レベル制御による空間的印
象の調節機能を導入した3次元残響付加装置を試作した。

■8K音響制作スタジオ（CD-606）
放送技術局、技術局と共同で2012年度から進めてきたCD-
606スタジオ（図2）の整備が2014年7月に完了した（3）。番組制
作のための先進的音響システムの規格（Rec. ITU-R BS. 2051）
に準拠した世界初の22.2ch音響制作専用のダビングスタジオ
で、超高精細度テレビジョン（UHDTV: Ultra High Defi nition 
Television）用音響の要求条件（Rec. ITU-R BS. 1909）を満たし
ている。新開発のミキシングシステムや8K映像対応の音響透過
スクリーン導入などにより、24個の実スピーカーでモニターし
ながら効率のよい22.2ch音声編集作業が可能となった。

■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22.2ch音響を再生するために、フラットパネル

ディスプレー一体型の枠型スピーカーを用いたトランスオーラ
ル再生法の研究を進めている。2014年度は両耳に伝わる音の伝
達関数を低次元のモデルで同定する技術と、このモデルを用い
た信号処理法を開発し（4）、処理に要する計算量を従来法と比較
して約1/6に削減した。この研究は、慶応義塾大学との相互協
力により実施した。また、同再生システムを放送センターの8K

図3　超解像復元型符号化システム構成
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映像編集室に整備し、12月に運用を開始した。
さらに2014年度は、トランスオーラル処理で用いられる両耳
に伝わる音の伝達特性上で方向感を強調する技術において、
2013年度に開発した後方感強調フィルターに仰角に依存する周
波数振幅特性を付加し、より多くの人に後方感を強調できるこ
とを確認した（5）。また、音の伝達特性に反射音を付加すること
で、音の前後方向の知覚がより正確になることを確認した（6）。

■標準化関係
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）では、22.2ch音響に
関連する主観音質評価法およびデジタル放送における音声符号
化方式の勧告改訂を2014年11月会合で提案し、承認された。
また、従来のラウドネス測定アルゴリズムを22.2マルチチャン
ネル音響用に拡張し、その妥当性を評価実験で検証するととも
に、2015年2月会合で勧告改訂草案を提案した。
MPEGでは、次世代の3次元音響を圧縮伝送可能なMPEG-H 
3D Audioの国際規格の策定に寄与し，22.2ch音響の国際普及
を推進した。
米国のテレビ放送方式を策定する標準化団体ATSC

（Advanced Television Systems Committee）では、ATSC 3.0
の標準化にバイノーラル室内インパルス応答と22.2ch音源を提
供し，米国における22.2ch音響の普及を促進した。
（一社）電波産業会（ARIB）では、SHV放送の音声符号化方式
としてMPEG-4 AACと多言語対応やナレーションの聴きやすさ
を受信機で制御するためのダイアログ制御情報を提案し、規格
化に寄与した（7）。

■超臨場感メーターの開発
音響システムによる臨場感や感動の客観評価法の検討を進め

ており、2014年度は音響特徴量から音響印象を推定するモデル
の学習用データベース構築のための主観評価実験を実施した。
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） 佐々木，西口，小野：“波面制御を用いた指向性マイクロホンの近

距離場における測定の検討,” 音講論（春），3-10-7（2015）
（2） 西口，澤谷，森，大久保，小野：“8Kスーパーハイビジョン22.2ch

音響制作システムの開発,” 映情学技報，Vol. 38, No. 44, pp.77-
81（2014）

（3） 佐々木，三上，澤谷：“8Kスーパーハイビジョン22.2マルチチャンネ
ル音響スタジオ整備,” 放送技術，Vol. 68, No.1, pp.171-177（2015）

（4） K. Matsui, Y. Nakayama, M. Sugaya and S. Adachi: “Binaural 
Reproduction over Loudspeakers Using Low-Order Modeled 
HRTFs,” AES 137th Convention, preprint 9128（2014）

（5） 大出，中山，小澤：“音像の方向知覚における後方感強調フィルタ
の検討,” 音講論集（秋），2-P-5（2014）

（6） 長谷川，大出，中山：“反射音構造が前後知覚に与える影響,” 音講
論集（春），1-10-9（2015）

（7） （一社）電波産業会：“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（3.1版）,” ARIB STD-B32（2014）

図2　CD-606ダビングスタジオ

1.7　次世代CAS技術

8Kスーパーハイビジョンコンテンツの権利保護とアクセス
制御の実用化を目指し、次世代CAS（Conditional Access 
System）技術の研究を進めている。

■次世代CAS技術
次世代CASとして、高度な秘匿性を有するスクランブル方
式を採用するとともに、安全性の維持・改善のためにソフト
ウェア更新が可能な基本システムを開発した。
2014年3月の情報通信審議会「超高精細度テレビジョン放送

図1　インパルス応答の測定音場と特性

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000
測定音場の容積（m3）

残
響
時
間（
秒
） 富士水泳場

グリーンドーム前橋

とどろきアリーナ

大谷採掘場

ログハウス

CR509
CR506

ボーカルブース

CR506 パーカッションブース

NHKホール スタジオパーク

藝大奏楽堂（残響可変）

森の中
CR506 メインフロア

エコールーム



12　｜　NHK技研 研究年報 2014

1　8Kスーパーハイビジョン　

1.8　衛星伝送技術

8Kスーパーハイビジョン（SHV）放送の実現に向けて、衛星
伝送方式、多重技術および衛星放送システムの研究を進めて
いる。

■衛星放送伝送方式
12GHz帯放送衛星を用いる超高精細度テレビジョン放送の
研究を進めた。伝送方式として、16APSK（Amplitude Phase 
Shift Keying）を導入し、ロールオフ率0.03、シンボルレート
33.7561Mbaudを適用することで、衛星1中継器で100Mbpsを
伝送可能としたものが、（一社）電波産業会（ARIB）標準規格と
して承認された（1）。また、本伝送方式の国際標準化に向けて、
超高精細度テレビジョン（UHDTV: Ultra High Defi nition 
Television）衛星放送の伝送方式として国際電気通信連合無線
通信部門（ITU-R）に提案した。
16APSKを使用する上記方式の衛星伝送特性を向上させる

ため、衛星中継器で生じる歪
ひずみ

の軽減技術の研究を進めた。現
行の進行波管増幅器よりも高い線形性を有する、窒化ガリウム

素子を使用する衛星搭載用固体増幅器の研究を開始した。ま
た、衛星中継器に搭載するフィルターや増幅器などの非線形特
性が既知であることを利用し，等化器の前段に衛星中継器の非
線形特性を補償する等化技術の研究を開始した（2）。
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。
また、伝送容量の更なる拡大に向けて、符号化変調の性能
改善を進めている。シンボルを構成するビット毎に最小ユーク
リッド距離を拡大させる集合分割法を16QAM（Quadrature 
Amplitude Modulation）に適用し、誤り訂正符号を最適化する
性能改善手法を提案した。その結果、上記の衛星伝送方式で
採用された16APSKよりも、白色雑音化のみを考慮した伝送性
能が改善できることを示した（図1）（3）。

■複数伝送路のための多重技術
次世代放送において、通信路を積極的に利用することで伝
送路の多様性や視聴者の様々な端末環境に対応できる放送シ
ステ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
を進めている。これまでの研究成果は、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（MPEG Media 
Transport）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（4）。
8Kスーパーハイビジョン衛星放送の実用化に向けた国内標

準化では、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ている。NHK
は、放送や通信といった複数の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の導入を提案し、その多くが
反映された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」が2014年7月に策定され
た。
MMTの運用では、協定世界時UTC（Coordinated Universal 
Time）を基準時刻として映像や音声など各コンテンツ提示時刻
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図1　集合分割16QAMの伝送性能
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システムに関する技術的条件」の一部答申を受けた（一社）電波
産業会（ARIB）における標準化作業に寄与し、2014年7月、超
高精細度テレビジョン放送システムの限定受信方式として、
ARIB標準規格STD-B61「デジタル放送におけるアクセス制御
方式（第2世代）及びCASプログラムのダウンロード方式」が策
定された。
また、実用化に向け、ARIB STD-B61準拠のMMT（MPEG 
Media Transport）対応スクランブル装置を開発した（1）（図1）。
本装置は、ハードウエア化により、大容量の8K信号をリアル
タイムにスクランブル（暗号化）することが可能である。

〔参考文献〕
（1） 大竹，山村，西本，真島，中川：“多重化方式MMTのためのスクラ

ンブル方式,” 信学総大，A-7-11（2014）

図1　ARIB STD-B61準拠MMT対応スクランブル装置
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複数コンテンツの同期提示を簡素・容易に実現できる。また、
制御情報には、アプリケーション層によらずトランスポート層
のみでコンテンツのレイアウトを適宜制御して提示することが
できる情報が含まれている。こうしたMMTの特長を示す例と
して、デバイス内あるいはデバイス間の複数コンテンツの同期
提示や、トランスポート層でのレイアウト制御機能によるコン
テンツ提示位置の変更ができることが挙げられる。これらの機
能を8Kスーパーハイビジョン衛星放送の高機能化技術として
システム試作し、その有用性を示した（5）。また、基準時刻であ
るUTCを放送信号に多重するため、高度BS放送のTMCC信号
を用いた伝送方法を検討し、変・復調器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（6）。
8Kスーパーハイビジョン衛星放送においても、現行のデジタ
ル放送と同様に、映像音声に加えてアプリケーション等のデー
タを多重したサービスを行うことが想定されている。MMTに
よるアプリケーション伝送方式に関しては、NHKが提案し、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（7）。
さらに、MMTを衛星放送のみならず、地上放送やケーブル
テレビなどの他の放送メディアにおいても共通に利用するため
の技術開発として、MMTを用いてメディア信号を現在のデジ
タル放送と同程度の処理時間でカプセル化する仕様と、メディ
ア信号と種々の制御信号を効率的に多重する仕様を策定し、そ
の仕様に基づいた多重化装置の開発及び検証を行った。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。
また、WINDS衛星により2つの中継器を使ってMMT信号を
分割伝送する実験を行った。受信した2つのMMT信号に多重さ
れた提示時刻を使って、異なる経路で伝送された2系統の信号
を同期させた提示が可能であることを確認した。

■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、4素子マイクロストリップアレーアンテナを設計
した。オフセット反射鏡と組み合わせて受信アンテナとして構
成した場合は、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。
左旋円偏波を利用した12GHz帯衛星放送の宅内配信システ

ムを検討した。中間周波数として2.2 ～ 3.2GHz帯を利用した
同軸配信方式と光配信方式をARIBに提案し、標準規格に反映
された（8）。
21GHz帯衛星搭載用出力フィルターのエンジニアリングモ

デルとして、電波天文帯域である22GHz帯への不要発射を抑
圧するBRF（Band Rejection Filter）、高調波などを抑圧する
LPFを試作し、2013年度に試作したBPFと組み合わせて、出
力フィルターを構築した。熱真空試験により、－20℃から＋
55℃の温度において、良好な電気特性が得られることを確認
した。
21GHz帯アレー給電イメージングリフレクタアンテナを構

成する32素子ビームフォーミングネットワークを試作した。給
電アレー部と組み合わせて放射パターンを測定し、計算値とよ
く一致することを確認した。
21GHz帯衛星放送における広帯域伝送に適用する250MHz

級広帯域変復調器の試作を進めた。放射パターンの形成に必
要なビームフォーミングネットワークの制御を考慮し、外符号
のBCH符号化後にインターリーブ処理を付加することにより、
短時間のバーストエラーへの耐性が向上した。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。
鏡面修整反射鏡アンテナとアレー給電部の組み合わせによ

り、7素子あるいは15素子とした場合の反射鏡アンテナを設計
した。これらのアンテナ構成で、高出力なTWT（Traveling 
Wave Tube）を近接配置した場合における排熱方法を検討し
た。この研究は、（独）宇宙航空研究開発機構と共同で実施し
た。

〔参考文献〕
（1） （一社）電波産業会：“高度広帯域衛星デジタル放送の伝送方式（2.0

版）,” ARIB STD-B44（2014）
（2） 亀井，鈴木，長坂，中澤，田中：“SHV衛星放送に向けた衛星伝送

特性の向上のための研究開発,” 第58回宇科連，1F05（2014）
（3） 鈴木，小島，亀井，中村，田中：“集合分割16QAM符号化変調の性

能改善に関する検討,” 信学総大，B-3-26（2015）
（4） ISO/IEC 23008-1: 2014, “Information Technology̶High 

efficiency coding and media delivery in heterogeneous 
environments̶Part 1: MPEG media transport（MMT）”

（5） 河村，青木，大槻，土田，木村：“8K SHV放送に向けたMMT多重
伝送システムの試作検討,” 映情学年次大，16-7（2014）．

（6） 青木，鈴木，土田，田中：“高度広帯域衛星デジタル放送における
時刻情報の伝送,” 信学ソ大，B-8-38（2014）

（7） 大槻，河村，青木，竹内，中村，木村：“MMTによるアプリケー
ション伝送方式の性能評価,” 映情学技報，Vol. 38, No. 35, pp.25-
28（2014）

（8） （一社）電波産業会：“高度広帯域衛星デジタル放送用受信装置（望
ましい仕様）（1.0版）,” ARIB STD-B63（2014）

1.9　地上伝送技術

地上放送において、8Kスーパーハイビジョン（SHV）を伝送
する技術の研究を進めている。UHF帯の地上波でのSHV伝送技
術の研究とともに、送信ネットワーク、受信環境、移動受信と
の両立性等を考慮した次世代地上放送方式を検討した。

■次世代地上大容量伝送技術
次世代地上放送方式の確立を目指し、2014年度から暫定方
式の検討に着手した。サンプリングクロック、帯域幅、パイロッ

ト信号、OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
フレーム長等の伝送パラメーターや制御信号の伝送方法につい
て検討した。また、次世代地上放送方式への円滑な移行を考慮
して、付加アンテナを用いた偏波多重による階層伝送について
検討した。
大容量伝送を実現する超多値変調については、NUC（Non-

Uniform Constellation）（1）を変復調装置へ実装した。NUCは信
号点間隔を不均一とするもので、従来のUC（Uniform 
Constellation）と比べて、伝送特性を改善できる。試作した変
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復調装置のIF（中間周波数）信号を接続した室内実験を行い、
4096QAM（符号化率R＝3/4）において、所要CN比が約1dB改
善できることを確認した（図1）。
誤り訂正技術については、空間結合LDPC（SC-LDPC: 
Spatially Coupled Low Density Parity Check）符号を検討し
た。LDPC符号は、一般に符号長を長くすることで良好な訂正
能力が得られる。SC-LDPC符号は長い符号を比較的容易に設
計できることから、優れた復号性能が期待できる。符号長を現
行の欧州の地上デジタル放送方式DVB-T2の約4倍となるおよそ
26万ビットとし、符号化率を10/15、11/15、13/15とした検
査行列を設計して、計算機シミュレーションにより性能を確認
した。誤り訂正後にビット誤り率が10－7となるCN比を所要CN
比として、DVB-T2のLDPC符号の所要CN比と比較すると、最
大で0.3dB改善した（図2）。
2013年度に熊本県人吉地区の実験試験局で行った世界初の

SHV長距離地上波伝送実験（2）について、その概要と実験結果を
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に報告した。
2014年度は、水上地区に新たに実験試験局を整備し、既存の

人吉地区の実験試験局との間で時空間符号を使用した次世代
SFN（Single Frequency Network）の実験を実施した。なお、
この研究は、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。
変復調技術の検証や都市部における伝搬特性を把握するため

に、当所屋上に新たに実験試験局を整備した。
また、マルチパスの遅延時間がガードインターバルを超える
ような長遅延マルチパス環境においても空間分割多重MIMO
（Multiple-Input Multiple-Output）-OFDMを実現するための等化
手法を提案、室内伝送実験で評価した。
さらに、米国とブラジルの放送技術に関する展示会で、海外
の放送関係者に向けて、地上波大容量伝送のデモを実施した。

■移動体向け伝送技術
次世代地上放送の車載・モバイル端末向けサービスとしてハ

イビジョン（HDTV: High Defi nition Television）級の高品質映
像を提供するために、送受信アンテナが各々2本の2×2MIMO-
OFDM伝送技術の研究を進めている。
2014年度は、それぞれの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MIMO伝送方式と、異なるデータを送信
する空間分割多重MIMO伝送方式について、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
を野外実験により比較した（3）。伝送効率が3bit以下では、時空
間符号MIMOの特性が良く、4bit以上では空間分割多重MIMOの

特性が良くなり、2013年度に実施した計算機シミュレーション
と同様の結果が得られることを確認した（図3）。
空間分割多重MIMOの一種である偏波MIMO方式では、各偏
波（水平・垂直）の送信アンテナから異なるデータが送信される
ので、受信側では両方の偏波の信号を復調する必要がある。従
来の方法では、受信アンテナ1本で両偏波の信号を復調すること
は困難であった。2014年度は、上記の課題を解決するために、
偏波間でお互いの情報を共有できる偏波間拡散について検討し
た（4）。十分なCN比が確保できる場合には、偏波間拡散を利用す
ることで受信アンテナ1本での受信特性が改善できることを計算
機シミュレーションにより確認した（図4）。
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するため、FFTポイント数を現行の地上デ
ジタル放送の4倍である32k（32,768ポイント）にした移動受信
用MIMO-OFDM変復調装置を試作し、室内実験を行った。低速
時の所要CN比から3dB劣化する移動速度を許容移動速度とする
と、16QAM（R＝1/2）では45km/hであった。この結果を用い
て、FFTポイント数が8k、16k、32kでの許容移動速度とそのと
きの伝送容量を導いた（表1）。

■ATSC（Advanced Television Systems 
Committee）3.0
米国の次世代地上デジタル放送方式であるATSC3.0の標準化

活動に参加した。偏波MIMOおよびMISO、4096QAMまでの超
多値変調、NUC、偏波間インターリーブ等の要素技術を盛り込

図2　SC-LDPC符号の特性
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1.10　FPU（8K-SHV）

8Kスーパーハイビジョン（SHV）映像素材の無線伝送を目指
して番組素材伝送装置（FPU: Field Pick-up Unit）の研究を進
めている。120GHz帯FPUの研究に加えて、2014年度から
42GHz帯FPU、 マ イクロ 波 帯 超 多 値OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）－FPU、移動伝送用FPUの
研究を開始した。

■非圧縮スーパーハイビジョン用120GHz帯FPU
2014年度は、120GHz帯FPUの国内標準化に寄与するとと

もに、高信頼化のための性能評価と改善を進めた。
（一社）電波産業会（ARIB）での標準規格化を進め、開発した

120GHz帯FPUの伝送方式が、標準規格に採用されるに至った（1）。
これにより120GHz帯FPUが放送事業用として使用可能となっ
た。
2013年度の降雨時の性能評価に続き、2014年度は降雪時

における性能評価を実施した（図1）。2015年2月に野外伝送実
験を実施した結果、120GHz帯FPUは降雪時および0℃以下の
低温環境下においてもSHV信号を安定して伝送できることを
確認した。本実験は、第66回さっぽろ雪まつり会場からの生
中継実験として、札幌放送局SHVパブリックビューイングの来
場者に公開した（2）。

■42GHz帯FPU
2014年度よりSHV信号を伝送する42GHz帯FPUの研究を開

始した。標準規格であるARIB STD-B43準拠のOFDM変復調
器を用いて野外伝送実験を行い、偏波多重での伝送が可能で
あることを確認するとともに、FPU装置の偏波多重一体型高周
波部を試作した。また、電力増幅器のバックオフ量の改善を目
指して、OFDM信号のピーク抑圧技術について検討した。送信
信号の振幅を制限するクリッピング・フィルタリング法やサブ
キャリアに任意の位相回転を加える部分系列伝送法により、
3dB程度のピーク抑圧効果が得られることが分かった（図2）。
この結果を踏まえて、変復調器の広帯域化の検討を進めた。

■マイクロ波帯超多値OFDM-FPU
SHV信号の長距離無線伝送を目指して、2014年度から研究

を開始した6/7GHz帯FPUの研究では、200Mbpsを超える大
容量伝送が可能な超多値MIMO（Multiple-Input Multiple-
Output）-OFDM変復調部の試作を行った。さらに、超多値

んだ伝送方式を検討し、その標準化に寄与した。また、8K 
SHV衛星放送での採用が予定されているMMT（Moving Picture 
Experts Group Media Transport）、TLV（Type Length Value）
を用いた多重化方式について詳細技術を提案した。

〔参考文献〕
（1） 蔀，朝倉，齋藤，斉藤，渋谷：“次世代地上放送に向けた伝送技術

―Non-Uniform Mappingによる超多値信号の伝送特性改善―,” 映
情学技報，Vol. 38, No. 5, pp.117-120（2014）

（2） 齋藤，蔀，朝倉，土田，斉藤，渋谷：“偏波MIMO-超多値OFDM方
式を用いた8Kスーパーハイビジョン地上波伝送実験,” 映情学技報，
Vol. 38, No. 8, pp.53-56（2014）

（3） 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野外実験による比較,” 映情学年次大，
6-3（2014）

（4） 宮坂，成清，中村，高田：“偏波間拡散を適用したMIMO-OFDM伝
送の検討,” 映情学技報，Vol. 38, No. 41, pp.9-12（2014）

表1　伝送容量と許容速度の関係（16QAM（R＝1/2）の場合）

FFTポイント数
（ガードインター
バル比）

8k（1/8） 16k（1/16） 32k（1/32）

キャリア間隔
［Hz］ 992 496 248

許容移動速度
［km/h］ 180 90 45

図4　偏波間拡散の効果
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1.11　有線伝送技術

■SHVのケーブルテレビ伝送技術
8Kスーパーハイビジョン（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可能とする複数搬送波伝送方式の
研究を進めている。2014年度は、大規模ケーブルテレビ商用
回線でのSHV伝送実験（1）を行い、100MbpsのSHV信号をケー
ブルテレビの多チャンネル信号と周波数分割多重伝送し、既設
のケーブルテレビ施設にSHV複数搬送波伝送方式を適用でき
ることを確認した（図1）。さらに、研究成果を（一社）日本
CATV技術協会（JCTEA）に提案し、国内標準化を進めた。提
案内容は、情報通信審議会　放送システム委員会の最終報告

書に反映された。また、国際標準化にも取り組み、提案内容の
一部を国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）Study 
Group 9に入力し、勧告化に向けた審議に寄与した。

■非圧縮SHV信号の光伝送技術
SHV番組素材伝送において、映像の圧縮による遅延や画質
劣化を避けるために、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。
光ファイバーによる番組素材の長距離伝送では、雑音や歪み

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。
2014年度は、（一社）電波産業会（ARIB）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フェース規格（2）に光波
長多重伝送仕様を追加する検討に寄与し、さらに同信号に誤り
訂正符号を付加することで、シングルモード光ファイバーでの
波長多重伝送時に長距離化を可能とする装置を開発（3）した。
この装置は、当所と茨城県つくば市の（独）産業技術総合研究
所（産総研）の間（約173 km）を結ぶSHVライブ伝送実験とデ
モに使用された。この研究は、産総研と共同で実施した。また、
2014 FIFAワールドカップのSHVライブビューイングにおい
て、NHK放送センターから豊洲会場へのSHV伝送にも使用さ
れた。さらに、SHV光伝送装置の将来の小型・低廉化を目指
して、波長当たりの伝送速度を従来の10Gbpsから25Gbpsの
高速信号に変換することで、従来と比べて1/3の波長数で光伝
送する装置を試作した。
イーサネット網を介した放送局内・局間のSHV番組素材伝
送システムの研究に関しては、2014年度は、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

MIMO-OFDM信号のマイクロ波帯伝送に対応できるように高周
波部の低雑音化を図った。試作した変復調部と高周波部の性
能評価とともに、性能の改善を進めた。

■移動伝送用1.2GHz/2.3GHz帯FPU
SHV信号の移動中継を可能とする1.2GHz/2.3GHz帯FPUの
研究を開始した。2014年度は、双方向通信機能により送信
ビーム、変調方式や送信電力を適応制御するMIMO固有モード
伝送方式の基礎検討を実施した（3）（4）。
さらに、将来の装置化を見据えて、高周波部や方式検証用
の信号処理部を備えた実験装置を試作した。時分割複信（TDD: 
Time Division Duplex）方式において、受信信号へ混入する送
信信号の回り込み抑圧方法や、移動伝搬環境における増幅器
のAGC（Automatic Gain Control）制御方式を検証するため、
送受信高周波部を試作した。この研究の一部は、総務省の委
託研究「次世代映像素材伝送の実現に向けた高効率周波数利用
技術に関する研究開発」を受託して実施した。

〔参考文献〕
（1） （一社）電波産業会：“超高精細度テレビジョン放送番組素材伝送用

可搬形120GHz帯デジタル無線伝送システム（1.0版）,” ARIB 
STD-B65（2015）

（2） NHK: “第66回さっぽろ雪まつり【8Kパブリックビューイングを実

施】,” 報道発表資料（2015）
（3） K. Mitsuyama and N. Iai: “Adaptive Bit and Power Allocation 

Algorithm for SVD-MIMO System with Fixed Transmission 
Rate,” IEEE WiMob, pp.455-460（2014）

（4） 光山，居相：“MIMO固有モード伝送方式の適応制御に関する一検
討,” 信学総大，B-5-82（2015）

図2　OFDM信号のピーク抑圧効果
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1.12　国内標準化

4K/8Kに対応した超高精細度テレビジョン放送システムの
国内標準化活動に参加し、技術基準の策定に取り組んできた。
2012年11月、総務省は「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による放送を早期に実
現する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放送システ
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とりまとめられた後、放送システムを
構成する伝送路符号化、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、2014年3月、「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（1）、2014年6月、国の技術基準である総務省令や総務
省告示が公布された。2014年7月、国の技術基準に基づき放
送方式の詳細を規定する民間標準規格、ならびに国の技術基
準では規定されないマルチメディア符号化に関する標準規格
が、（一社）電波産業会（ARIB）で策定され、同年12月には受信
装置の標準規格が策定された（表1）。当所は、これら一連の超
高精細度テレビジョン放送方式の標準化に情報通信審議会作
業班構成員、ARIB開発部会委員長、同作業班主任・委員とし
て参加し、方式策定に寄与した。

〔参考文献〕
（1） 平成25年度情報通信審議会答申　諮問第2023号，平成26年3月

25日（2014）

表1　超高精細度テレビジョン放送方式（高度広帯域伝送方式）

分野 ARIB標準規格 主な内容
伝送路符号化 STD-B44 ロールオフ率0.03, 16APSK（7/9）により1中継器当たりの伝送容量約100Mbit/s

多重化
STD-B10
STD-B32 第3部
STD-B60

MMT（MPEG Media Transport）またはMPEG-2 TSによる多重化

限定受信 STD-B61 AESまたはCamelliaの128bitブロック暗号とダウンローダブルCAS
映像符号化 STD-B32 第1部 HEVCによる8K/4K/2K, 60Hz/120Hz、広色域映像の符号化

音声符号化 STD-B32 第2部 MPEG-4 AACによる最大22.2ch音声の符号化、MPEG-4 ALSによるロスレス符号化、ダ
イアログ制御情報の送出

マルチメディア符号化 STD-B62 HTML5によるマルチメディア符号化とARIB-TTMLによる字幕符号化
受信装置 STD-B63 宅内配信方式の選定、受信装置各部の仕様

を開発し、試作機でその有効性を確認した。

〔参考文献〕
（1） 袴田，中村，小山田，木下，上園，渡会：“大規模ケーブルテレビ

商用回線での8K・スーパーハイビジョン伝送実験,” 映情学年次大，
21-9（2014）

（2） （一社）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
インタフェース規格（1.0版）,” ARIB STD-B58（2014）

（3） 川本，中戸川，小山田：“誤り訂正符号化を用いた非圧縮フル解像
度スーパーハイビジョン信号光伝送装置の開発,” 映情学年次大，
21-10（2014）


