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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年に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、高ダイナミックレンジ（HDR:High Dynamic Range）の効果やディスプレー輝度に関す
る様々な評価実験を行い、その結果を踏まえ、従来のダイナミックレンジ （SDR :Standard Dynamic Range）
との互換性が高いHybrid Log-Gamma（HLG）方式をBBCと共同で開発した。本方式を国際電気通信連合無線通
信部門（ITU-R）に共同提案し、新勧告案が合意された。広色域表色系については、4K・8K制作におけるLED照
明の演色性推奨基準の指針を得た。インターフェースについては、4K・8K信号用インターフェース（U-SDI: 
Ultrahigh-definition Signal/Data Interface）がITU-Rで勧告化された。
　カメラについては、１億3,300万画素の単板カラー撮像素子を用い、小型でSHVフル解像度を実現するフル解
像度単板カラー撮像装置を開発した。フレーム周波数120Hzで動作するフルスペックSHVイメージセンサーに
ついては、残像特性とストリーキング特性を改善し、HDR撮像を実現した。また、評価用素子として、画素数
3,300万、フレーム周波数240Hzで動作する裏面照射型撮像素子を試作した。
　ディスプレーについては、高効率なバックライトシステムや映像に応じて領域ごとに輝度を制御する駆動技術
を用いて、高コントラスト比を実現したHDR対応85インチSHV液晶ディスプレーを開発した。また、SHV番組
制作における映像調整・監視用として、対角17.3インチ、対角9.6インチの小型液晶モニターを開発した。さら
に、大画面シート型ディスプレーの実現に向けて、高効率と長寿命を兼ね備える有機ELデバイスや高速駆動に
有効な酸化物薄膜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、圧縮信号処理回路やメモリーパックの高速化などを進め、色間引きなしの4:4:4、フレーム
周波数120Hzで記録可能なフルスペックSHV圧縮記録装置を開発した。
　音響については、22.2ch音響のラウドネス測定の算出に用いる係数を提案・検証し、ITU-Rの勧告改訂と（一社）
電波産業会（ARIB）のラウドネス運用規定改定に寄与した。また、２chまたは5.1chの音素材をアップミックス処
理して22.2chの音素材を生成するプリプロセッサーを開発した。SHV符号化・復号装置の音声部としてMPEG-4 
AACを用いた22.2ch音声符号化・復号装置を開発するとともに、復号装置にはダウンミックス機能およびダイア
ログ制御機能を実装し、8K衛星放送実験を実施した。さらに、HDR対応85インチSHV液晶ディスプレーに装着
できるバイノーラル処理内蔵型の枠型スピーカーを開発した。
　映像符号化については、MPEG-H HEVC（High Efficiency Video Coding）/H.265方式の符号化装置を利用し
た世界初の8K衛星伝送実験を実施するとともに、SHV国内放送規格に対応した映像復号LSIを開発した。また、
HDRやフレーム周波数120Hzの映像の符号化実験を行い性能を検証した。将来の地上放送などでの応用を目指
して、超解像技術を利用した次世代の映像符号化方式の開発にも着手した。
　メディアトランスポート技術については、MPEG Media Transport （MMT）対応の多重化装置等を開発し放送
衛星での伝送実験を行ったほか、ネットワークで伝送したコンテンツとの同期提示や切り替え提示など放送通信
連携サービスの検証を行った。また、MMTによる放送システムについて、ITU-Rの新勧告やISO/IECのMMT実
装ガイドラインが発行されるなど国際標準化にも寄与した。
　コンテンツの権利保護とアクセス制御については、第２世代の新CAS（Conditional Access System）の検討を進
め、ARIB標準規格への限定受信方式の追加など標準化に寄与した。また、技研公開での8K衛星放送実験にて、ARIB 
STD-B61準拠のMMT対応スクランブル装置を用い、MMTストリームをリアルタイムで処理できることを確認した。
　衛星伝送技術については、2016年のSHV試験放送に向けて、実際の放送衛星を使用した8K衛星放送実験を行い、SHV
放送の安定伝送や伝送性能を確認した。また、12GHz帯衛星放送の右旋・左旋偏波共用受信アンテナの開発やQAM 

（Quadrature Amplitude Modulation）符号化変調などの研究に取り組んだ。将来の衛星放送の更なる大容量化に向けて
は、アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナなど21GHz帯衛星放送システムにおける衛星搭載機器の研究を進めた。
　地上伝送技術については、次世代地上放送の伝送方式を検討するために、暫定仕様の詳細設計を進めるととも
に、マルチパスの影響が大きい都市部での受信実験、熊本県人吉市に設置した実験試験局を用いた符号化SFN

（Single Frequency Network）の実験、移動体向け伝送技術の検討などを進めた。
　番組素材伝送については、ミリ波帯（42GHz帯）FPU （Field Pick-up Unit）およびマイクロ波帯（６/ ７GHz帯）
超多値OFDM-FPUの野外伝送実験を行うとともに変復調器の開発を進めた。また、移動伝送用1.2GHz/2.3GHz
帯FPUについて、双方向で適応制御を行うMIMO伝送方式の研究を進めた。
　有線伝送技術については、非圧縮SHV番組素材伝送用に、ARIB標準規格STD-B58準拠の機器間光インターフ
ェース信号を100ギガビットイーサネット信号に多重して伝送する装置を開発した。ケーブルテレビについて
は、SHV伝送用に開発した複数搬送波伝送方式の国内・国際標準化を達成するとともに、将来の大容量伝送実現
に向けてベースバンド方式の検討を進めた。
　4K・8Kに対応した超高精細度テレビジョン衛星放送方式の国内標準化については、（一社）次世代放送推進フ
ォーラムにおける運用規定の策定と連携して、ARIB標準規格への追加や明確化などの改定作業に寄与した。
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1.1　8K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
　高ダイナミックレンジ（HDR: High Dynamic Range）映像に
関する様々な評価実験を行い、HDRの効果やディスプレー輝度
の条件を調べた。ディスプレーの最大輝度が制作者の映像制作
に与える影響を調べる実験では、最大輝度が高くなると明るい部
分の表現範囲を広げる映像調整が行われることが分かった（1）。
ディスプレー上で知覚できる最小輝度や視聴者に好まれるディ
スプレー輝度を調べる実験では、最小輝度は薄明の制作環境に
おいて0.01-0.1 cd/m2であること、従来のダイナミックレンジ

（SDR: Standard Dynamic Range）映像の好まれる輝度は明る
い家庭環境において500cd/m2程度であることが分かった（2）。
　実験で得られた知見を踏まえてHDRテレビジョン方式の検
討をBBCと共同で進め、SDRとの互換性が高いHybrid Log-
Gamma（HLG）方式（図１）を開発した。本方式を国際電気通信
連合無線通信部門（ITU-R）に共同提案するとともに、（一社）電
波産業会（ARIB）にも提案し、2015年７月にARIB標準規格
STD-B67が策定された（3）。さらに、High Efficiency Video 
Coding（HEVC）規格の映像ストリーム中でHLG方式の映像を
識別できるよう、HEVC規格の改定を提案し、HEVC規格第３
版の国際規格案に採用された。

■広色域表色系の運用
　広色域4K・8K制作におけるLED照明の演色性推奨基準を検
討した。LED照明は近年広く用いられつつあるが、演色性推奨
基準は定められておらず、4K・8Kでも未検討であった。そこ
でさまざまなLED照明下で撮影した8K映像を用いた主観評価
実験を行い、平均演色評価数Ra>90および特殊演色評価数R9

（赤色）>80が推奨基準として妥当であることを導いた（4）。
　ディスプレーの色域包含率は、一般的に、基準とする色空間
における映像システムのRGB色度点を結ぶ三角形の面積のう
ちディスプレーのRGB色度点を結ぶ三角形が占める面積包含

率で表されるが、用いる色度図（xy色度図またはu′v′色度図）に
よって異なる面積包含率が計算されるという問題があった。そ
こで、面積包含率と３次元色空間における体積包含率との関係
を調べ、xy色度図を用いて算出した面積包含率が体積包含率と
高い相関を示すことを計算機シミュレーションにより明らかに
した。この結果を基に、超高精細度テレビジョン用ディスプレ
ーの色域の計算基準をARIB技術資料TR-B36にまとめた（5）。

■インターフェース
　ARIB標準規格STD-B58に準拠する4K・8K信号用インター
フェース（U-SDI: Ultrahigh-definition Signal/Data Interface）
をITU-Rに提案し、2015年６月にITU-R勧告BT.2077のPart 2
に採用され、さらに10月には波長分割多重方式が追加された（6）。
また、SMPTE（Society of Motion Picture and Television 
Engineers）では2015年７月にST 2036-4が策定された（7）。
　4K・8K信号用インターフェースで映像・音声信号とともに
フレーム周波数60Hzまでのタイムコード（TC）を伝送するため
のデータ構造および多重方法をARIBへ提案し、2015年12月に
標準規格STD-B68が策定された（8）。
　4K・8Kのフレーム周波数は最高120Hzであるが、120Hzに
対応するTCやTCを伝送するためのインターフェースは存在せ
ず、標準化されていない。そこで、現行のTC規格との互換性を
考慮しつつ、60Hzを超えるフレーム周波数にも対応するTCと
その伝送インターフェースを考案し、TC送受信装置を試作し
た。これをもとにSMPTEでの標準化に寄与した。

■映像制作
　フルスペックSHVの番組制作に必要となる制作スイッチャ
ーの開発に向けて、その構成要素となるブランキングスイッチ
ャーを開発した。
　フルスペックSHVの特長であるフレーム周波数120Hzと広
色域の評価のためのコンテンツを制作し、技研公開展示にも使
用した。さらに、ARIB評価シーケンス作業班での超高精細・広
色域標準動画像の制作に寄与するため、8Kフル解像度カメラで
映像素材を撮影した。また、4K・8Kの各解像度を視認可能な
微細パターンを含むカラーバー信号をARIBに提案し、2015年
７月にARIB 標準規格STD-B66が策定された（9）。

〔参考文献〕
（1）  白井，池田，日下部，正岡，西田：“ディスプレイの最大輝度レベ

ルが制作者の映像階調調整に与える影響,” 映情学技報, Vol.39, 
No.27, IDY2015-34, pp.13-16 （2015）

（2）  池田，白井，日下部，正岡，西田：“テレビディスプレイの黒レベ
ル調整と視聴者に好まれる輝度に関する検討,” 映情学技報, 
Vol.39, No.27, IDY2015-35, pp.17-20 （2015）

（3）  （一社）電波産業会：“Essential parameter values for the extended 
image dynamic range televis ion （EIDRTV） system for 
programme production （Version 1.0）,”ARIB STD-B67 （2015）

（4）  H. Iwasaki , T. Hayashida, K. Masaoka, M. Shimizu, T. 
Yamashita and W. Iwai：“Color Rendering Index Value 
Requirement for Wide-Gamut UHDTV Production,” SMPTE 
2015 Annual Technical Conference and Exhibition （2015）

図１　HLG方式の光電気伝達関数
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（5）  （一社）電波産業会：“超高精細度テレビジョン番組制作用ディスプ
レイの色域含有率計算法（1.0版）,”ARIB TR-B36（2015）

（6）  Rec. ITU-R BT.2077-1： “Real-time serial digital interfaces 
for UHDTV signals” （2015）

（7）  SMPTE ST 2036-4：“Ultra High Definition Television – Multi-
link 10 Gb/s Signal/Data Interface Using 12-Bit Width 

Container” （2015）
（8）  （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タイムコードフォーマット（1.0版）,”
ARIB STD-B68 （2015）

（9）  （一社）電波産業会：“UHDTVマルチフォーマット・カラーバー
（1.1版）,”ARIB STD-B66 （2015）

1.2　カメラ

　実用的な8Kスーパーハイビジョン（SHV）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フル解像度単板カラー撮像装置
　実用的なフルスペックSHVカメラの実現を目指し、カメラの
小型化とフル解像度化を両立できる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SHV映像を撮影するためには、赤・青・緑とも
3,300万画素以上の画素数が必要である。そこで2012年度に、
フレーム周波数60Hzで動作し、単板式でフル解像度が得られ
る１億3,300万画素単板カラー撮像素子を世界に先駆けて開発
した。2015年度は、この撮像素子を用いた8Kフル解像度単板
カラー撮像装置（1）を試作し、単板式では初めて8Kフル解像度で
の撮像および表示を実現した。
　試作した撮像装置は、カメラヘッド（図１）とカメラコントロ
ールユニット（CCU）で構成される。カメラヘッドの重量は約
10kg（レンズを除く）で、従来のフル解像度カメラの1/5程度に
軽量化した。レンズは35ミリフルサイズに対応した市販のレン
ズを利用可能とした。カメラヘッドから出力される100Gbpsの
大容量映像信号は、開発した小型高速光波長多重トランシーバ
ーを用いて放送用光カメラケーブル１本でCCUへ伝送した。
CCUでは、固定パターン雑音除去、ゲイン補正、ガンマ補正等
などの信号処理を行い、国際標準規格に準拠したU-SDI光イン
ターフェースで8K映像信号を出力した。本装置を用いて撮像実
験を行い、2010年度に試作した３板式フル解像度カメラと同等
以上の解像度特性と感度特性が得られることを確認した。

■フルスペック8Kイメージセンサー
　2014年度に試作した、フレーム周波数120Hz、画素数3,300
万のフルスペックSHV用イメージセンサー（2）について、残像特

性とストリーキング特性（高輝度被写体撮影時に帯状に横に引
くノイズ）の性能を改善した。
　残像特性については、画素内部において、電荷を蓄積する回
路から信号を読み出す回路への電荷の転送路の構造を改善する
ことで、残像量を測定限界値以下とした。ストリーキング特性
については、センサー上の電源配線レイアウトを改善すること
で、従来の約1/20に低減した。これらの性能改善により、実用
的なフルスペックSHVイメージセンサーを実現した。また、こ
のイメージセンサーを用いた実用型8Kカメラが製造され、紅白
歌合戦などの番組制作に使用された。

■裏面照射画素構造8K撮像素子
　裏面照射画素構造のSHV用撮像素子の研究を進めた。2014
年度に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、フレーム周波数240Hzで動作可能な撮像素子を設計
した。2015年度は、設計した撮像素子の試作（図２）を進める
とともに、試作した素子の評価実験を行った。

　評価用撮像素子は、裏面照射型とすることで光の利用効率を
改善し感度を向上させることを目指し、さらに画素部と回路部
を別々に製造し、３次元積層構造とすることで画素部の直下に
多数のA/D変換回路を配置し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、45nm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、有効画素領域を対角約
9.7mmとした。回路部は、65nmルール微細半導体プロセスを
用いた。画素からのアナログ信号をデジタル信号に変換する階
調12ビットのA/D変換回路は、新たに開発したパイプライン動
作が可能なサイクリック系３段A/D変換回路で構成し、A/D変
換時間を従来の半分の0.92μsに高速化した。画素部と回路部
の接合の配線は、半導体基板内部で4.4μmの微細ピッチで行っ
た。
　試作した撮像素子を用いて撮像実験を行い、感度0.55V/lux・s、

図１　フル解像度単板カラー撮像装置（カメラヘッド）

図２　裏面照射画素構造8K撮像素子
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飽和電子数5700、ランダム雑音3.6電子（ゲイン4倍時の入力換
算値）、消費電力3.0Wが得られた（3）。
　フルスペックSHVセンサーおよび裏面画素構造8K撮像素子
の研究は、静岡大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）  T. Nakamura, R. Funatsu, T. Yamasaki, K. Kitamura and H. 

Shimamoto:“Development of an 8K full-resolution single-chip 
image acquisition system,” IS&T Electronic Imaging （2016）

（2）  T. Yasue, K. Kitamura, T. Watabe, H. Shimamoto, T. Kosugi, 
T. Watanabe, S. Aoyama, M. Monoi, Z. Wei and S. Kawahito: 

“A 1.7-in, 33-Mpixel, 120-frames/s CMOS Image Sensor With 
Depletion-Mode MOS Capacitor-Based 14-b Two-Stage Cyclic 
A/D Converters,” IEEE Tran. Electron. Devices, Vol.63, No.1, 
pp.153-161 （2016）

（3）  T. Arai, T. Yasue, K. Kitamura, H. Shimamoto, T. Kosugi, S. 
Jun, S. Aoyama, M.-C. Hsu, Y. Yamashita, H. Sumi and S. 
Kawahito: “A 1.1μm 33Mpixel 240fps 3D-Stacked CMOS 
Image Sensor with 3-Stage Cyclic-Based Analog-to-Digital 
Conver te rs ,” IEEE In ternat ional Sol id -State Ci rcu i ts 
Conference （ISSCC）, 6.9 （2016）

1.3　ディスプレー

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）映像を表示可能な各種ディ
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。

■直視型8Kディスプレー
　HDR映像方式の研究（1.1参照）と並行して、HDR対応8K液
晶ディスプレー（図１）をシャープ株式会社と共同で開発した

（1）。高効率なバックライトシステムや映像に応じて領域ごとに
輝度を制御する駆動技術によって、従来の8K液晶ディスプレー
と比較して、４倍の最大輝度、100倍のコントラスト比（いずれ
も実測値）を実現した。
　8K番組制作における映像調整・監視用の小型液晶モニター （図２）を開発した。１つは将来のフルスペック化を見据えたフ

レーム周波数120Hzに対応した8Kモニターであり、株式会社
ジャパンディスプレイの協力を得て試作した。中継車内のラッ
ク搭載を考慮して対角17.3インチとし、入力インターフェース
はU-SDIを用いた。また、カメラのビューファインダーなどの
応用を考慮した、8K用液晶パネルとしては世界最小サイズの対
角9.6インチの8Kモニター（図３）を株式会社オルタステクノロ
ジーと共同で試作した（2）。小型化による画素開口率の低下を補
うため、表示画素をベイヤー配列とした。また、入力インター
フェースはベイヤー配列と同様のデュアルグリーン（3G-SDI×
８）とし、補間信号処理なしに、そのまま表示できるようにした。

■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。2015年度は、本
ディスプレーの要素技術として、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）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・低消費電力化に向けた、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
に応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。そこで、大気に不活性な材料のみを用いた、長寿命な
有機EL（逆構造有機EL）を研究開発している。2015年度は、大
気中で安定なデバイスの実用化に向けて、高い発光効率と長寿
命を兼ね備える材料開発を進めた。電子注入性に優れた新規電

図１　HDR対応8K液晶ディスプレー

図２　対角17.3インチ8K液晶モニター

図３　対角9.6インチ8K液晶モニター
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子注入層を開発することで、内部量子効率が75%程度で連続点
灯寿命も実用レベルの赤色デバイスを実現した（3）。また、逆構
造有機EL素子を用いたパッシブマトリクス型フレキシブルデ
ィスプレー（対角５インチ、画素数160×120）を試作し、寿命
評価を行った。2015年度は、低コストで大面積フィルムの作
製が容易な低ガスバリヤ性のフィルム（水蒸気透過率WVTR = 
３×10︲4 g/m2/day）を貼り合わせた簡易封止を行い評価した。
従来構造の有機EL素子を用いたディスプレーは２週間程度で
劣化して表示ができなくなるのに対し、当所の逆構造有機EL素
子を用いたディスプレーは、６か月経過しても良好な動画表示
が可能であり、輝度もほとんど低下しないことを確認した（4）。
さらに、画素回路の上に積層した有機EL素子から、光をさえぎ
るものがない上方向に光を取り出すことにより画素開口を大き
くできる利点があるトップエミッション型の逆構造有機EL素
子の開発も進めた。光を取り出すための上部の透明電極の構成
を工夫することで、通常構造の赤色発光素子と同等の電流-電圧
-輝度特性を得ることができた。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。
　TFTの研究では、大画面化・多画素化に向けた高移動度酸化
物TFTの構造や半導体材料の研究開発を進めた。多画素を有す
るSHVディスプレーを駆動するTFTとしては、従来構造と比べ
て寄生容量の低減や短チャネル化が必要である。これを実現す
るTFTとして、半導体上に電極を直接形成・加工するバックチ
ャネルエッチ型のTFTの開発を進めた。2015年度は、酸化物
半導体材料にITZO（In-Sn（Tin）-Zn-O）を用いたTFTをプラスチ
ック基板上に作製する工程を開発し、従来材料のIGZO（In-Ga-
Zn-O）と比較して、電流の流しやすさの指標である移動度が約
３倍（31 cm2/Vs）の特性を持つバックチャネルエッチ型TFTの
作製に成功した。さらにITZOを逆構造有機ELの電子注入層に
適用することで有機ELの動作電圧を低減できることも明らか
にした。これによりITZOをTFTの半導体層と逆構造有機ELの
電子注入層として一括形成することが可能となり、ディスプレ
ー作製工程を簡略化することができた。開発した技術を用いて
８インチVGA（640×480）画素のフレキシブルディスプレーを
試作し、動画表示を確認した（5） （図４）。

〔参考文献〕
（1）  NHK報道発表：“世界初！ HDR対応85V型8K液晶ディスプレイを

開発～欧州放送機器展示会IBC2015で展示～”（2015年9月3日）
（2）  NHK報道発表：“世界最小サイズを実現8Kスーパーハイビジョン

用9.6インチ液晶パネルを開発～ 8K映像に新たな可能性をひらく
小型液晶パネル～”（2015年5月26日）

（3）  H.Fukagawa, K.Morii, M.Hasegawa, S.Gouda, T.Tsuzuki, 
T.Shimizu and T.Yamamoto: “Effects of Electron Injection 
Layer on Storage and Operational Stability of Air-Stable 
OLEDs,” SID Digest, Vol.46, pp. 696–699 （2015）

（4）  T.Tsuzuki, G.Motomura, Y.Nakajima, T.Takei, H.Fukagawa, 
T.Shimizu, M.Seki, K.Morii, M.Hasegawa and T.Yamamoto:

“Durability of Flexible Display Using Air-Stable Inverted 
Organ ic L igh t -Emi t t ing D iodes ,” Proceed ings o f the 
International Display Workshops, Vol.22, pp.629-632 （2015）

（5）  M.Nakata, G.Motomura, Y.Nakajima, T.Takei, H.Tsuji , 
H.Fukagawa, T.Shimizu, T.Tsuzuki, Y.Fujisaki, N.Shimidzu 
and T.Yamamoto: “Development of Flexible Displays Using 
Back-Channel-Etched In–Sn–Zn–O TFTs and Air-Stable 
Inverted OLEDs,” SID Digest 46, pp. 969-972 （2015）

1.4　記録システム

　記録画質および固体メモリーパック性能の改善を進め、色間
引きなしの4:4:4 120フレームでの記録が可能な8Kスーパー
ハイビジョン（SHV）圧縮記録装置を開発した（1）（2）（図１）。

　記録画質の改善については、処理速度を２倍とした拡張
JPEG方式の画像圧縮IPおよび、SHV4:4:4画像をフレーム周
波数120Hzでリアルタイム処理できる圧縮信号処理ボードを

図4　�ITZO-TFTと逆構造有機ELを用いた
対角8インチフレキシブルディスプレー

  

図１　フルスペック8K圧縮記録装置とメモリーパック
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開発した。映像入出力ボードおよびシステム制御ボードと信号
処理ボード間の信号帯域を２倍に増強することで、SHV4:4:4
の信号処理に対応した。また、色間引きなしでの圧縮記録に有
用な新たな色変換手法を考案した。これまで、圧縮効率改善の
ためRGBから輝度・色差信号であるYCbCrへの色変換を圧縮前
に行っていたが、変換係数が実数であるため、変換と再変換を
行うだけで信号品質が劣化するという課題があった。そこで、
簡単なビット操作のみで変換できるYCoCg色変換を用いて、実
際のSHV収録映像で圧縮後の画質のシミュレーションを行い、
変換係数を画像に合わせて調整することで画質劣化を低減で
き、PSNR（Peak Signal to Noise Ratio）が最大２dB改善され
ることが分かった。
　メモリーパックについては、記録制御ボードを改修して高速
化した。システム制御ボードから転送された圧縮データを記録
制御ボードで並列化してSSDに書き込みを行う際、記録制御ボ

ード内のデータ転送回路の帯域が狭いことが記録速度を制限す
る要因となっていた。そこで、記録制御ボードの転送回路を広
帯域化することで記録速度を改善し、24Gbps以上の書き込み・
読み出し速度を達成した。また、メモリーパックの筐体を改修
し、着脱コネクタの耐久性や熱安定性などを改善し、メモリー
パックの挿抜回数、信頼性が向上した。

〔参考文献〕
（1）  菊地，梶山，宮下：“フレーム周波数120Hz対応スーパーハイビジ

ョ ン 圧 縮 記 録 装 置 の 開 発，” 映 情 学 技 報, Vol.40, No.6, 
MMS2016-6, CE2016-6, HI2016-6, ME2016-39, AIT2016-
6, pp.125-130, （2016）

（2）   菊地，梶山，宮下：“8Kスーパーハイビジョン圧縮記録装置の記
録レート制御技術，” 映情学年次大, 34-D4 （2015）

1.5　高臨場感音響
　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の22.2マルチチャンネル音
響（以下22.2ch音響）の研究開発を進めている。

■SHV音響制作システム
　22.2ch音響の番組を簡易かつ効率的に制作する研究を進め
ている。収音では、ショットガンマイクロホンアレーに指向性
制御を適用したワンポイントマイクロホンを開発し、さらに感
度誤差にロバストな制御法を考案した（1）。22.2ch音響のラウド
ネス測定法の国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）、（一社）
電波産業会（ARIB）標準化を受け（2）、既開発の22.2ch音響ラウ
ドネスメーターをITU-R勧告に準拠させるための改修を行っ
た。また、２chまたは5.1chの音素材をアップミックス処理し
て22.2chの音素材を生成するプリプロセッサー（ソフトウェ
ア）を開発した。さらに、実測した残響音と類似した音色を保ち
つつ残響時間を伸長する信号処理技術を開発し、放送センター
で実運用中の残響付加装置の機能を向上した（3）。

■22.2ch音声符号化装置の開発
　SHV符号化・復号装置の音声部としてMPEG-4 AACを用い

た22.2ch音声符号化・復号装置を開発し（図１）、8K衛星放送
実験を実施した。伝送ビットレートは22.2chで1.4Mbpsとし、
客観評価実験の結果から放送品質を満たす音質であることを確
認した（4）。また、復号装置にはダウンミックス機能（5）、ダイア
ログ制御機能（6）およびそのユーザーインターフェースを実装
し、ダイアログ強調機能の検証を行った。

■ �フラットパネルディスプレー一体型家庭再生
システム

　22.2ch音響を家庭で簡便に楽しむための、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バイノーラル再生
法の研究を進めている。2015年度は、自然な視聴姿勢での頭
部の動きにロバストな信号処理法として、制御ゲインを最小化
する設計を行い、計算機シミュレーションによりその有効性を
確認した（慶応義塾大学との協力）。また、枠型スピーカーによ
るバイノーラル再生音の３次元的な空間印象に関する主観評価
実験を実施し、22.2ch音響の疑似再生として十分な品質である
ことを示した（7）。さらに、メーカーと共同で、業務用のフラッ
トパネルディスプレーに装着できるバイノーラル処理内蔵型の
枠型スピーカーを開発した。バイノ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向上させる技術におい
て、2015年度は耳介の高さを変化させて伝達特性を数値計算
により算出するとともに（8）、耳介の高さを大きく変形させた耳
介模型から作成した音源を用い、音が聞こえる方向を判断させ
る実験を行った結果、前後の違いが分かりやすくなることを確
認した（9）。

■標準化
　ITU-Rでは、22.2ch音響を含む任意のマルチチャンネル音響
で制作された番組音声のラウドネス測定法について、ラウドネ
ス値算出に用いる係数（図２）を提案、実験により検証するとと
もに、ITU-R勧告の改訂に寄与した（2）。この勧告改訂に合わせ、
ARIBでもラウドネス運用規定の改定に寄与した（10）。
　また、22.2ch音響を含む先進的音響システムで用いられる音図１　SHV符号化・復号装置と音声基板

制御ユニット 音声基板 映像基板
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響メタデータや音声ファイル形式の標準化に寄与するととも
に、放送局間の番組交換時に複数の音響システムを同時に伝送
するときに使用する、音響システムやチャンネルの順番に関す
る新勧告草案の作成に寄与した。

■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度合いを客観評価する手
法の検討を進めている。2015年度は音響特徴量から音響印象
を推定する超臨場感メーターの試作機を開発した。この研究
は、国立研究開発法人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：“指向性制御を用いたショットガンマイクア

レーのロバスト性について，”音講論（春）， 1-3-3（2016）
（2）  Rec. ITU-R BS.1770-4:“Algori thms to measure audio 

programme loudness and true-peak audio level,”（2015）
（3）  森，西口，小野：“22.2ch音響制作のための多数の残響音生成手

法の検討－残響時間の調整－，”音講論（春）, 2-P-9（2016） 
（4）  杉本，中山：“MPEG-4 AACを用いた22.2ch音声符号化・復号装

置の開発，”音講論（秋）, 2-P-9 （2015）
（5）  T. Sugimoto, S. Oode and Y. Nakayama: “Downmixing method 

for 22.2 multichannel sound signal in 8K Super Hi-Vision 
broadcasting,” J. Audio Eng. Soc. Vol. 63, No. 7/8, pp. 590-
599 （2015）

（6）  杉本，小森，中山，知念，畠中：“放送サービスにおける22.2マル
チチャンネル音響の多機能化，”AESジャパンコンファレンス名古
屋 （2015）

（7）  北島，杉本，松井：“22.2マルチチャンネル音響の枠型スピーカに
よるバイノーラル再生法の空間印象評価，”映情学冬大, 14B-3 

（2015）
（8）  長谷川，大出，小森：“耳介の高さに関する各種変数と頭部伝達関

数との関係，”聴覚研究会資料，Vol.46, No.2, H-2016-19，pp.83-
86（2016）

（9）  大出，長谷川，中山：“形状を変化させた耳介模型による空間知
覚，”音講論（秋）, 2-P-29（2015）

（10）  （一社）電波産業会：“デジタルテレビ放送番組におけるラウドネス
運用規定（1.4版），” ARIB TR-B32（2015）

1.6　符号化
　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の2016年試験放送開始や
将来のさまざまな伝送路での放送実現を目指して、映像符号化
の研究を行っている。

■8K�HEVC符号化システム
　2014年度までに開発したMPEG-H HEVC（High Efficiency 
Video Coding）/H.265方式のSHV符号化装置および復号装置
を用いて、技研公開2015において世界で初めて8K衛星伝送実
験を実施した（1）（図１）。映像85Mbps、音声1.4Mbpsに圧縮符
号化し、SHVの品質を大きく損なうことなく衛星伝送が可能で
あることを実証した（2）。

　SHV放送の国内規格（一社）電波産業会（ARIB） STD-B32に
対応し、符号化された映像ストリームをリアルタイムで復号可
能な8K映像復号LSIおよびこのLSIを使用した映像復号評価装
置を（株）ソシオネクストと共同で開発した。
　8K/120Hz映像の放送実現に向けて、所要ビットレートの検
討を進めた。SHV放送の国内規格にあわせ、120Hz映像の符号
化信号を60Hz映像用の復号装置でも再生可能な時間方向の階
層符号化方式で検証した。2K映像による予備実験でフレーム相
間と階層間のビットレート割り当ての関係を導き、8K/120Hz
映像についても同様の設定で実験を行い、簡易な主観評価を行
って画質が良好であることを確認した。

■HDR映像の符号化と標準化対応
　高ダイナミックレンジ（HDR：High Dynamic Range）映像信
号に対する符号化実験を行い、映像方式の違いによる符号化性
能を検証した。
　NHKがBBCと共同で開発したARIB標準規格STD-B67で規
定されるHybrid Log-Gamma（HLG）方式と、SMPTE（Society 
of Motion Picture and Television Engineers）規格ST 2084
で規定されるPQ（Perceptual Quantizer）方式の映像信号に対
し、複数のビットレートでの符号化画質を比較確認した。客観
評価により従来のSDR方式とHLG方式およびPQ方式の符号化
性能を比較し、所要ビットレートの増加が認められないことを図１　技研公開2015の8K衛星伝送実験

図２　�22.2ch音響を含むマルチチャンネル音響のラウドネ
ス測定に用いる係数
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明らかにした。符号化したそれぞれの方式の映像信号をSDR
（Standard Dynamic Range）ディスプレーに入力した際の画質
を確認し、HLG方式のSDR互換性を確認した。これらの実験で
得られた知見をARIBの映像符号化方式作業班に報告した。
　また、超高精細度テレビジョン放送においてHDR映像の放送
ができるように、HDR映像フォーマットのコンテンツを識別す
るための識別子をMPEG-H HEVC/H.265に標準化した。国内
の超高精細度テレビジョン放送の映像符号化方式においても、
識別子をARIB標準規格に追記し、併せて運用ガイドラインを改
訂した。

■次世代映像符号化方式
　将来の地上波などでのSHV放送を目指し、次世代の映像符号
化方式の研究を開始した。これまでの放送方式に採用されてい
る符号化方式では入力映像をブロックに分割し、変換・量子化・
予測技術を組み合わせて符号化を行うブロックベース符号化が
行われている。さらなる符号化効率の改善のために超解像復元
技術を応用した方式を開発した（図２）。ブロック化された入力
信号を、超解像技術が適用しやすいように標本化して入力信号
の情報量を大幅に削減し、変換・量子化・予測技術と組み合わ
せて符号化効率を改善する。標本化処理において、復号時の超
解像処理が有効に機能するよう情報量を削減し、符号化処理を
行い、復号された標本化信号は超解像技術により復元する。

　2015年度は直交変換と画面内での空間予測（イントラ予測）
について改善技術を開発した。SHVなどの高解像度映像信号で
は平坦な領域や緻密で精細度の高い領域で異なる大きさのブロ
ックに分割し符号化することによって総合的な品質が向上する
ことが知られている。一方でハードウェア実装などの実現性に
おいては大きなサイズのブロックを用いることによる処理量の
増大が課題となっていた。大きなサイズのブロック処理を複数
の小サイズブロックの変換で実現する方式を開発し、従来の符
号化方式に対し最大７%の符号化効率改善を示した（3）。また、
量子化した直交変換係数に対して、係数列のもつ信号変動に着
目した係数伝送技術（4）、信号特性に応じたオフセット適用によ
る信号復元手法を考案した。イントラ予測処理では、周辺の参
照画素の信号特徴に応じた予測モード決定手法とその伝送方法
を開発し、画質が改善することを確認した。

■超解像復元型符号化方式
　超解像技術を応用して画像の解像度を復元する映像符号化方
式の研究を進めた（5）（6）。2014年度までに開発した実時間超解像

予測処理装置のパラメーター最適化に原画像と復元画像の誤差
や、画像の特徴を考慮した指標を導入実装して性能を検証した。
このパラメーターと映像との同期情報の時間的相関を利用した
予測を行った上で算術符号化をベースとした可逆圧縮を行う手
法を開発し、さらにこの手法を実装しIP伝送する装置を開発し
て実時間の動作を確認した。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、超解像技術による映像方式変換手法の研究を進めた（7）

 （8）（9）。2014年度に開発した空間解像度超解像技術を時間方向に
拡張した（10）。視覚系の積分効果や時空間コントラスト感度特
性を考慮した線形フレーム内挿を行うことで、動領域が多重像
に見える劣化を低減した。

〔参考文献〕
（1）  http://www.nhk.or.jp/strl/open2015/tenji_1-3.html
（2）  Y.Sugito, K.Iguchi, A.Ichigaya, K.Chida, S.Sakaida, K.Sakate, 

Y.Matsuda, Y. Kawabata and N.Motoyama:“HEVC/H.265 
codec system and transmission experiments aimed at 8K 
broadcasting,” International  Broadcasting Convention [IBC 
2015] Conference, Vol.7, pp.24-29 （2015）

（3）  市ヶ谷，岩村，境田：“HEVCにおける64x64TUの符号化効率改
善，” 第14回情報科学技術フォーラム講演論文集（FIT）, No.3, 
pp.285-289 （2015）

（4）  根本，松尾，神田：“変換係数の曲線近似による符号化効率の検
討，” 信学総大, D-11-47 （2016） 

（5）  三須，松尾，岩村 ，井口 ，境田：“超解像階層間予測による超高
精細度映像符号化方式，” 映情学年次大, 12A-4 （2015）

（6）  松尾，岩村 ，井口 ，境田：“超解像技術を用いた実時間超高精細
映像符号化システムの開発，” 映情学誌， Vol.70, No.1, pp.
J22-J28 （2016）

（7）  Y. Matsuo and S. Sakaida: “A Super-resolution Method Using 
Spatio-temporal Registration of Multi-scale Components in 
Consideration of Color-sampling Patterns of UHDTV Cameras,” 
Proceedings of IEEE ISM, pp. 311-314 （2015）

（8）  Y. Matsuo and S. Sakaida: “A Super-resolution Method Using 
Registration of Multi-scale Components on the Basis of Color-
sampling Patterns of UHDTV Cameras,” Proceedings of IEEE 
ICCE （2016）

（9）  松尾，境田：“幾何変換を伴う多重解像度分解成分の標本化構造を
考慮した時空間レジストレーションによる空間超解像法の検討，” 
第14回情報科学技術フォーラム講演論文集（FIT）, No.3, I-034, 
pp.281-284 （2015）

（10）  松尾，境田：“視覚特性を考慮した24から120フレーム／秒へのフ
レームレート変換法の検討，”2015年画像符号化シンポジウム

（PCSJ 2015）, P-3-11, pp. 76-77 （2015）

図２　次世代映像符号化方式
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1.7　メディアトランスポート技術

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）放送や放送通信連携サービ
スの実現に向けて、映像・音声等を伝送するメディアトランス
ポート技術の研究を進めている。

■SHV放送システム
　SHV衛星放送のメディアトランスポート方式に、放送と通信
の伝送路で共通に利用できるMPEG Media Transport （MMT）
が採用され（1）、（一社）電波産業会（ARIB）標準規格STD-B60と
して標準化されている。この規格に準拠した8K映像・22.2チ
ャンネル音声のエンコーダー、多重化装置、衛星放送の送信・
受信装置、多重分離装置、さらに映像・音声のデコーダーを開
発し、実際の放送衛星を用いてSHVライブ放送実験を行い、
SHV衛星放送の実現可能性を実証した（2）。また、放送とインタ
ーネットで伝送したそれぞれのコンテンツを切り替えて視聴者
に適した番組を提示する放送通信連携の技術検証や、放送とイ
ンターネットで伝送したコンテンツを同期して提示する放送通
信連携サービス（図１）の検証を行った（3）。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。

　さらに、衛星放送における放送通信連携サービスの実現に向

け、受信端末個別に映像・音声を伝送する際に必要となるセッ
ション開始・終了のプロトコルと、伝送品質を確保するためア
プリケーションレイヤーにおける誤り訂正方式の仕様を作成し
た。この仕様に基づく送信・受信装置により、機能検証を行っ
た。

■国際標準化
　国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に提案していた
MMTによる放送システムについて記載する新勧告が採択され、
勧告BT.2074（4）として発行された。また、MMTの実装につい
てまとめたISO/IEC TR 23008-13「MMT実装ガイドライン」（5）

に、MMTを用いる放送システムの構成が記載され発行された。
さらに、北米の次世代地上放送方式を検討しているAdvanced 
Television Systems Committee （ATSC）においてMMTが採
用され、規格候補版が発行された。

〔参考文献〕
（1）  大槻：”放送と通信の連携に向けた新たなメディアトランスポート

方 式 MMT，” 信 学 技 報, Vol.115, No.181, SAT2015-15, 
RCS2015-137, pp.31-36 （2015）

（2）  S.Aoki, Y.Kawamura, K.Otsuki, N.Nakamura and T.Kimura: 
“Development of MMT-based Broadcasting System for Hybrid 
Delivery,” IEEE International Conference on Multimedia and 
Expo （2015）

（3）  Y .Kawamu r a , K .O t s u k i , A .Hash imo t o a nd Y .Endo : 
“Development and Evaluation of Hybrid Content Delivery Using 
MPEG Media Transport,” IEEE International Conference on 
Consumer Electronics, pp.267-268 （2016）

（4）  Rec. ITU-R BT.2074-0, “Service configuration, media transport 
p ro toco l , and s igna l l i ng in fo rmat ion fo r MMT-based 
broadcasting systems” （2015）

（5）  ISO/IEC TR 23008-13:2015: “Information technology — High 
efficiency coding and media delivery in heterogeneous 
environments — Part 13: MMT implementation guidelines” 

（2015）

1.8　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
御を実現する第２世代の新CAS （Conditional Access System）
の技術研究を進めている。

■次世代CAS技術
　第２世代の新CASは、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、CASモジュール内のソフトウエアを更
新し、セキュリティーを継続的に維持改善可能な点などを特長
とする。

　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」を策
定し、2015年12月には、限定受信方式を追加した。
　これまで契約関連の情報は放送波のみで送っていたが、第２
世代の新CASでは、通信でも視聴ライセンスとして伝送し、受
信機はHTML5ブラウザーを経由して契約情報などを取得する

図１　放送通信連携サービスの実験
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ことが可能となる。これを実現するために、API（Application 
Programming Interface）を検討し、規格化に寄与した。
　また、ARIB STD-B61準拠のMMT（MPEG Media Transport）
対応のスクランブル装置を用い、技研公開2015で8K衛星放送
実験を行った。スクランブル装置が、受信した90Mbps程度（実
測値）のMMTストリームを１msec以下の遅延でリアルタイム

処理できることを確認した（1）。

〔参考文献〕
（1）  山村，大竹，上原：“8K放送に向けたスクランブル装置の開発，” 

映情学技報, Vol.39, No.28, BCT2015-53, pp.13-16 （2015）

1.9　衛星伝送技術

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の普及に向けて、12GHz帯
衛星放送伝送方式の実用化や性能向上に取り組むとともに、
21GHz帯衛星放送など次世代衛星放送システムの研究を進め
ている。

■高度衛星放送伝送方式
　技研公開2015で、12GHz帯衛星放送波を利用した世界初の
8K衛星放送実験を行った。45cm径パラボラアンテナにより受
信し、8K安定伝送を確認した。
　（株）放送衛星システム（B-SAT）社の協力で、BSAT-3b衛星
を利用した衛星伝送実験を実施し、（一社）電波産業会（ARIB）標
準規格 STD-B44で規定する変調方式・符号化率の全ての組合
せについて伝送性能を確認した。実放送での運用が想定される
大型地球局を利用することで、車載局を利用した2014年の
ARIB実験よりも、変調方式16APSK（Amplitude Phase Shift 
Keying）、符号化率7/9で所要CN比（12.6dB）が0.4dB下がる
ことが確認できた。
　衛星伝送方式の国際標準化に向けて、国際電気通信連合無線
通信部門（ITU-R）において、日本の衛星伝送方式を追加した勧
告草案を提案するとともに、衛星伝送実験の結果を提出し
ITU-Rリポート案として寄与した。
　衛星伝送方式の性能向上に向けて、集合分割法を用いたQAM

（Quadrature Amplitude Modulation）符号化変調、交差偏波除
去技術、衛星中継器歪み軽減技術の研究を進めた。
　集合分割法を用いたQAM符号化変調の研究として、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32QAMに適用し、ビット毎に誤り訂正符号を最適化

する性能改善手法を提案した。信号全体の符号化率が4/5の場
合、白色雑音における所要CN比が欧州の次世代衛星伝送方式
DVB-S2Xに対して約0.3dB改善することを計算機シミュレー
ションにより確認した（1）（図１）。
　交差偏波除去技術の研究として、右旋・左旋偏波共用の
12GHz帯衛星放送を想定した受信特性改善を進めた。交差偏
波による干渉除去技術について計算機シミュレーションによ
り、衛星中継器折返し、32APSK（符号化率3/4）で所要CN比
が約0.4dB改善することを確認した。
　16APSKを使用する衛星伝送特性の向上を目指して、衛星中
継器で生じる歪み軽減技術の研究を進めた。衛星搭載用増幅器
の非線形特性を改善するため、現行の進行波管増幅器よりも高
い線形性を有する高出力固体電力増幅器を試作した。衛星搭載
を想定して、電力効率に優れた窒化ガリウム素子を使用し、回
路設計値によるシミュレーションでは、利得７dB以上、出力電
力100W以上を得られることが分かった。この研究は、総務省
の委託研究「超高精細度衛星・地上放送の周波数有効利用技術の
研究開発」を受託して実施した。

■次世代衛星放送システム
　次世代の衛星放送システム実現に向けて、衛星搭載用広帯域
フィルターや右旋・左旋偏波共用受信アンテナの開発、21GHz
帯アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナの設計・試作や広帯域伝
送試験を実施した。
　次期放送衛星では、12GHz帯の左旋円偏波を用いてSHVを
放送するため、シンボルレート拡大により通過帯域幅が拡大す
る。これに対応して、従来よりも通過帯域幅を拡大した4段楕
円フィルターを設計・試作し、その電気性能を検証した。設計
値によるシミュレーションでは、通過帯域端での振幅低下を回
避することで0.2dB出力が改善し、位相の群遅延偏差を低減す
ることで0.1dB所要CN比が改善した。
　12GHz帯衛星放送の右旋・左旋円偏波を１つのアンテナで受
信するため、４素子マイクロストリップアレーアンテナを給電
部とするオフセットパラボラアンテナを試作し、交差偏波識別
度25dB以上が得られた。また、BS・CS左旋円偏波用の中間周
波数に対応した衛星コンバーターを試作・評価した結果、局部
発振出力の漏洩は-55dBm以下、イメージ妨害抑圧比は55dB以
上であった。衛星コンバーターの評価結果は、ARIB標準規格の
改定に反映された（2）。
　21GHz帯アレー給電反射鏡アンテナに鏡面修整技術を適用
する効果について、素子数や反射鏡径をパラメーターとして、
放射パターンを計算評価した。鏡面修整を適用することで、サ
イドローブが低減し、アレー素子の励振電力が均一化し、素子
数を低減しても、全国を均一にカバーする放射パターンを形成図１　集合分割32QAMの伝送性能
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でき、位相制御することで放射パターンを変えられることを確
認した。
　2011年度に試作した炭素繊維材料を用いたオフセット型鏡
面修整反射鏡アンテナを主反射鏡とし、アレー給電部と、新た
に設計・試作した副反射鏡を組合せ、21GHz帯アレー給電鏡面
修整反射鏡アンテナを試作した。アレー給電部の31素子を等
振幅・等位相に設定することで全国を均一にカバーする放射パ
ターンと、位相制御することで増力したビームを持つ放射パタ
ーンが形成できた。また、反射鏡をパラボラ鏡面とした場合の
放射パターンと比べ、サイドローブを低減することができた。
　21GHz帯衛星放送システムとして試作した300MHz級広帯
域変復調器および電波天文帯域への不要発射を抑圧する出力フ
ィルターと、アレー給電反射鏡アンテナを組合せ、伝送試験を
実施した（3）。アンテナのアレー素子出力を空間で合成すること
によるCN比劣化は0.1 ～ 0.2dBと小さく、良好にSHV信号が
伝送できた。また、アレー素子の位相を制御し放射パターンを
形成することで、約5dBの増力が可能なことを確認した。さら

に、約１秒のインターリーブを行うことで、ビーム切り替え時
でも映像が途切れることなく伝送できた。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。
　アレー素子数を低減したアンテナ構成で、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、国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）  鈴木，小泉，小島，斎藤，田中：“集合分割32QAM符号化変調の

性能改善に関する検討，” 信学総大会, B-3-14 （2016）
（2）  （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）（1.4版），” ARIB STD-B63（2015）
（3）  中澤，小泉，長坂，小島，鈴木，斎藤，田中，斉藤：“21GHz帯

衛星放送システムの広帯域衛星中継器を用いた8K-SHV信号伝送
試験，” 信学総大，BI-1-3 （2016）

1.10　地上伝送技術

　地上波によるスーパーハイビジョン（SHV）放送の実現に向
けて、次世代地上伝送方式、送信ネットワーク、移動体向け伝
送技術の研究を進めている。

■暫定仕様の検討
　地上放送の次世代方式への移行に向けて、暫定仕様（表１）の
策定を進めている。2015年度は、階層的な多重方法など詳細
な仕様を設計し、計算機シミュレーションによる評価および仕
様の一部についてはハードウェア実装を行った。
　暫定仕様は、現行方式であるISDB-T（Integrated Services 
Digital Broadcasting – Terrestrial）の利点を継承しつつ最新の
技術を取り入れるとともに、チャンネルあたりのセグメント数を
13から35へ増やすことで、固定受信と携帯・移動体受信向け
信号とをより柔軟に組み合わせる運用を可能にした。また、情報
伝送に寄与しないガードバンドおよびガードインターバルを更
に小さくするパラメーターを設けることにより周波数利用効率
を高めた。誤り訂正符号はLDPC（Low Density Parity Check）
符号とBCH符号を用い、３種類のLDPC符号長を用意した。最
も長い符号長（約260 k[bit]）のものは、長い符号を効率的に生

成可能で復号性能が良い空間結合LDPC符号を採用した（1）。符
号長の長いブロック符号の導入に伴い、符号の先頭を見付け同
期させるためのポインター情報を効率的に伝送する方法も検討
した（2）。

■都市部での伝送実験
　建造物等によるマルチパスの影響が大きい都心部での、偏波
MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）-超 多 値OFDM

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式の伝搬特
性を評価する目的で、2015年４月に技研屋上にSHV実験試験
局（31ch、出力10W）を開設した。技研公開2015では、
77.7Mbpsに圧縮したSHV信号を実験試験局から送信し、約８
km離れた渋谷のNHK放送センターで受信する実験を実施し
た。
　また、世田谷区を中心に受信実験を実施し、偏波MIMO伝送
における４つ（水平偏波送信の水平偏波受信および垂直偏波受
信への漏れ込み、垂直偏波送信の垂直偏波受信および水平偏波
受信への漏れ込み）の伝搬路特性を取得し、計算機シミュレーシ
ョンで評価・解析を実施した。

■符号化SFNの検討
　 周 波 数 を 有 効 に 利 用 で き るSFN（Single Frequency 
Network）技術の研究を進めている。2014年度に開発した時空
間符号化SFN実験装置を用いて、2015年度は、熊本県人吉地
区の2つの実験試験局を使用して、従来SFNとの比較実験を行
った。符号化SFNは従来SFNと比較して所要受信電力が最大３
dB改善（3）し、MIMOチャンネル容量も良好となった（図１）。本
結果を元に、国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に対して、
UHDTV野外実験結果レポート（4）への追加記載の提案を行っ
た。本研究は、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。

表１　暫定仕様のセグメントパラメーター

モード 3 4 5

FFTサイズ 8192 16384 32768

帯域幅（kHz） 500 / 3 = 166.66... 

キャリヤ数 216 432 864

キャリヤ変調 QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM,
4096QAM

有効シンボル長
（μs） 1296 2592 5184

フレーム当たりの
シンボル数 224 112 56

GI比 1/4, 1/8 1/4, 1/8, 1/16 1/8, 1/16, 1/32
FFTサンプル速度

（MHz） 512 / 81 = 6.3209...
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■移動体向け伝送技術の検討
　次世代地上放送の車載端末向けサービスとしてハイビジョン
並みの映像を提供するために、空間分割多重MIMO-OFDM伝送
技術の研究を進めている。2015年度は、現行の地上放送（ハイ
ビジョン）と次世代地上放送の移動受信エリアを野外実験によ
り比較した（5）。現行の地上放送を４本の受信アンテナで受信し
た場合と同等の特性となる次世代地上放送の変調方式は
16QAM（Quadrature Amplitude Modulation）符号化率1/2で
あった（図２）。

■海外との連携
　米国の次世代地上デジタル放送方式であるATSC（Advanced 
Television System Committee）の標準化活動に参加し、偏波
MIMO、超多値変調技術を中心とした仕様作成に寄与した。ま
た、韓国ETRI（Electronics and Telecommunications Research 
Institute）と連携して、次世代地上放送に関連する技術について

技術交流を行った。ブラジルテレビ局TV-Globoとは、リオデ
ジャネイロ五輪の8K地上伝送実験実施に向けて検討を始めた。

〔参考文献〕
（1）  朝倉，蔀，齋藤，成清，宮坂，佐藤，竹内，中村，村山，岡野，土

田，澁谷：“次世代地上放送における誤り訂正符号の一検討，”信学
技報，Vol.115, No.181, RCS2105-149, pp.103-107 （2015）

（2）  宮坂，佐藤，朝倉，蔀，齋藤，成清，竹内，中村，村山，岡野，土
田，澁谷：“次世代地上放送における誤り訂正符号用ポインタの検
討，”映情学技報，Vol.39, No.38, BCT2015-69，pp.1-4 （2015）

（3）  齋藤, 蔀, 朝倉, 佐藤, 岡野, 土田：“熊本・人吉地区での次世代SFN
実験，” 映情学年次大, 33D-2 （2015）

（4）  ITU-R Report BT.2343-0:” Collection of field trials of UHDTV 
over DTT networks” （2015）

（5）  成清，宮坂，竹内，中村，土田：“空間分割多重MIMO伝送方式の
野外移動受信実験－ISDB-Tの移動受信特性との比較－，” 映情学
技報,Vol.39, No.47, BCT2015-81, pp.11-14 （2015）

1.11　素材伝送技術（FPU）

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）映像素材の無線伝送を実現
する番組素材伝送装置（FPU：Field Pick-up Unit）について、
42GHz帯FPU、マイクロ波帯超多値OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）-FPUおよび移動伝送用FPU
の研究を進めている。

■42GHz帯FPU
　400Mbps級の伝送レートの実現を目指して、42GHz帯FPU
の研究を進めた。帯域幅54.4MHzの２×２MIMO（Multiple-
Input Multiple-Output）-OFDM変復調器のサブキャリヤ変調方
式を16QAM（Quadrature Amplitude Modulation）から32QAM
に改修し、2014年度に試作した偏波MIMO対応高周波部（1）を介
して200Mbpsの伝送ができることを確認した（図１）。さらに、
伝送レートを400Mbpsに拡大するために、２倍（109MHz）の
帯域幅に対応した制御部の試作を進めた。
　また、降雨減衰が大きい42GHz帯の電波伝搬特性を把握する
ために、放送センターと技研間で長期の電波伝搬実験を実施し

た（図２）。実験で受信電力、降雨強度等のデータを取得し、降
雨による伝送特性への影響を調査した。

図１　32QAM伝送時（200Mbps）のビット誤り率特性
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■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、200Mbps級の伝送
レートを実現する６/ ７GHz帯FPUの研究を推進した。2014
年度に試作した超多値OFDM-偏波MIMO方式の変復調部およ
び高周波部を用いて長距離伝送実験を行った。送受信間距離
59kmにおいて伝送特性の測定とSHV信号の伝送テストを実施
した。測定の結果、室内実験と比べて伝送特性に１dB程度の劣
化はあるものの、ほぼ設計通りの伝送ができることを確認した

（図３）。さらに、200Mbps級のSHV映像信号の伝送ができるこ
とを確認することで、SHV信号の長距離無線伝送を実証した（2）。
　さらに2015年度は装置開発を進め、伝搬環境の時間変動に
強いOFDMシンボル長やパイロット信号配置等の伝送パラメ
ーターを実装した変復調部を試作した。

■移動伝送用1.2GHz/2.3GHz帯FPU
　SHV移動中継を実現する無線伝送システムの研究を進めて
いる。2015年度は、双方向通信機能により送信ビーム・変調
方式・送信電力を適応制御するMIMO固有モード伝送方式（3）の
検討を進め、装置を試作した。プリコーディング行列としてフ
ィードバックする制御情報を３bitで量子化した場合でも、量子
化せずにフィードバックした場合と比較して、所要SNR

（Signal-to-Noise Ratio）の増大を0.5dB以下に抑えられること
を明らかにした（4）。また、フィードバック情報量をサブキャリ
ヤ単位で1/8に間引いた場合、遅延広がりの大きい伝搬環境で
も、所要SNRの劣化量は１dB程度であることを確認した。以上
の結果をもとに装置試作に向けて、信号フォーマットを設計し
た。
　また、変動する伝送路の品質に応じて適応的に誤り訂正符号

の符号化率を制御する手法の検討を進めた。誤り訂正符号とし
て外符号にリード・ソロモン符号（204,188）、内符号に原符号
の符号化率が1/3のターボ符号を使用する方式を検討した。伝
搬環境に応じてパリティービット量を動的に制御するレートマ
ッチング技術を導入し、ビットパンクチャーにより符号化率を
可変する方式とした。また、連接符号の特性を向上させるため
の符号間インターリーバーに関する検討も進めた。上記の方式
を試作装置に実装し、MIMO固有モード伝送方式と誤り訂正能
力の評価を進めた。
　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） 津持，松﨑，伊藤，中川，濱住：“42GHz帯SHV-FPU用RF部の開
発,” 信学ソ大，B-5-85 （2015）

（2） 鴨田, 熊谷, 小山, 岡部, 澁谷, 居相, 濱住：“マイクロ波帯スーパーハ
イ ビ ジ ョ ンFPU長 距 離 伝 送 実 験，” 映 情 学 技 報, Vol.40, No.4, 
BCT2016-28, pp.45-48（2016）

（3） K. Mitsuyama, T.Kumagai and N. Iai: “Performance Evaluation 
of SVD-MIMO-OFDM System with a Thinned-out Number of 
Precoding Weights,” International Symposium on Antennas and 
Propagation（ISAP）, pp.936-939（2015）

（4） 光山，熊谷，居相：“MIMO固有モード伝送方式におけるプリコーデ
ィング行列の量子化，” 信学ソ大, A-5-9（2015）

1.12　有線伝送技術

■�非圧縮8Kスーパーハイビジョン信号のイーサ
ネット光伝送

　番組素材の受け渡しなど放送局内の設備で使用する、非圧縮
8Kスーパーハイビジョン（SHV）の番組素材を有線で伝送する
システムの研究を進めている。
　2015年度は、（一社）電波産業会（ARIB）標準規格STD-B58

準拠の光インターフェース（U-SDI : Ultrahigh-definition 
Signal/Data Interface）信号を、100ギガビットイーサネット

（100GE : 100 Gigabit Ethernet）信号に多重して伝送する
U-SDI/イーサネットパケット変換装置（図１）を開発した。映
像のフレーム周波数が120Hz、サンプリング構造が4:4:4の非
圧縮フルスペック8K信号は、映像情報量が約144Gbpsである。
この非圧縮フルスペックSHV信号から生成されるU-SDI光イン

図2　42GHz帯電波伝搬実験の様子（受信側）

図３　伝送特性（ビット誤り率）の測定結果
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ターフェース信号は、クロック同期のための情報などが付加さ
れて全体で約240Gbpsとなる。上記U-SDI光インターフェース
信号から映像・音声以外の受信側で復元可能な部分を選択/削
除して２本の100GE信号に多重可能とした（1）。試作装置には
伝送路の変更や輻輳時に生じるイーサネットパケットのデータ
消失を、受信側で復元する技術を実装し有効性を確認した。
　さらに、SHV局内ネットワークに向けた基礎検討として、フ
レーム単位での映像スイッチング、および安価なSHV映像監視
機能の実現手法について検討した。前者については、イーサネ
ットパケットヘッダーの情報を元に、フレーム単位での映像ス
イッチングを実現する装置を試作した。その検証のため２チャ
ンネル分の4K映像をイーサネットパケットに変換して試作機
へ入力し、出力再生映像がシームレスに切り替わることを確認
できた。後者については、SHV信号に加えて監視用映像信号も
低コストに効率よく同時伝送する手法の検討も開始した（2）。

■SHVケーブルテレビ伝送方式
　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、既存のケーブルテレビ施設でも配信できる複数搬送波伝送
方式の開発・標準化を推進している。2015年度は、MMT（MPEG 
Media Transport）・TLV（Type Length Value）多重化方式を適

用したSHVケーブルテレビ伝送システム（3）の室内実験を行い、
100MbpsのSHV衛星放送信号をケーブルテレビ伝送できるこ
とを確認した。さらに、（一社）日本CATV技術協会（JCTEA）で
国内標準化を進め、複数搬送波伝送方式に関するすべての標準
規格書が発行され国内標準化を達成した。また、国際標準化に
も取り組み、国内標準規格と整合した仕様となるよう国際電気
通信連合電気通信標準化部門（ITU-T） Study Group ９に寄与
し、勧告化の承認を得た。

■FTTHに適したベースバンド光配信方式
　FTTH（Fiber to the home）による放送の家庭への配信手段の
１つとして、SHVやハイビジョン放送のベースバンド信号を時
分割多重（TDM: Time Division Multiplexing）した10Gbps級
ベースバンド信号を光ファイバー伝送するベースバンド光配信
方式の検討を行っている。2015年度は、ベースバンド信号と
従来のRF信号を波長多重した際に安定して伝送できる条件を、
実験装置を試作して評価した。さらに、SHV（MMT）とハイビ
ジョン信号（MPEG-2 TS）が混在する場合に受信機負荷を軽減
するための時分割多重方法を検討した。

〔参考文献〕
（1）  川本，小田，倉掛：“フルスペック8Kスーパーハイビジョンの100ギ

ガビットイーサネット伝送装置の開発，” 信学総大, B-8-14 （2016）
（2）  小田，川本，倉掛，遠藤：“解像度階層化とIPルーティングによる

映像信号分配，” 信学総大, BS-2-3 （2016）
（3）  Y. Hakamada and T. Kurakake: “An Encapsulation Scheme of 

Variable-Length Packets for UHDTV Distribution over Existing 
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1.13　国内標準化

　4K・8Kに対応した超高精細度テレビジョン衛星放送方式の
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。
　2014年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、放送方式の詳細を規定する一連の標準規格が（一社）電波
産業会（ARIB）で策定された。その後、ARIBでは、（一社）次世
代放送推進フォーラムにおける運用規定の策定と連携して、標
準規格への追加や明確化などの改定作業が進められた（表１）。

さらに、2015年11月に、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高ダイナミックレンジテレビの導入のた
めの技術的条件の検討を開始した。
　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。

U-SDI/イーサネットパケット変換装置

図１　U-SDI/イーサネットパケット変換装置

表１　超高精細度テレビジョン衛星放送方式ARIB標準規格の主な改定

分野 ARIB標準規格 主な改定

多重化（MMT・TLV） STD-B60 アプリケーション伝送、各種記述子の追加・修正

限定受信 STD-B61 MMT・TLV多重化に対応したCASプログラムダウンロード、限定受信方式の追加

映像符号化 STD-B32 第1部 低解像度映像のHEVC符号化、高ダイナミックレンジテレビの追加

音声符号化 STD-B32 第2部 音声パラメーターのシームレス切り替え、MPEG-4 ALS規定の明確化

マルチメディア符号化 STD-B62 低解像度映像のHEVC符号化、ARIB TTMLへの機能追加

受信装置 STD-B63
衛星左旋円偏波に対応する中間周波数、ダウンロード機能、階層伝送時の低階層映像
の復号、高ダイナミックレンジ映像の処理の追加




