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1　8Kスーパーハイビジョン
　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の実用放送開始と本格普及、さらにその先へ向けて、映像方式、撮像、表示、
記録、音響、符号化、メディアトランスポート、コンテンツ保護、伝送等の研究を進めている。
　映像方式は、HDR（High Dynamic Range）とSDR（Standard Dynamic Range）の一体化制作のためのシステ
ム開発や8K HDRライブ制作の実証実験を行った。
　撮像は、ITU-R勧告BT.2100に準拠し、フレーム周波数120Hz、8Kフル解像度、階調12ビット、HDRに対応
したフルスペックSHVカメラを開発した。また、1億3,300万画素撮像素子を用いたフル解像度単板カラーカメ
ラを開発し、インターライン方式にて120Hz駆動を実現した。イメージセンサーも、1.25インチ光学系で、画素
数3,300万、フレーム周波数240Hz、階調14ビットのフルスペック8Kイメージセンサーを設計した。
　表示は、9.6型ディスプレーの表示部を分離して小型化を進めた他、プロジェクターについてもレーザー光源
の高輝度化と低干渉化により、明るさを約2倍、スペックルコントラストを約半分として高画質化を進めた。シ
ート型ディスプレーについては、4K有機EL薄型パネルを4枚組み合わせて130型大画面ディスプレーを構成し、
将来イメージを技研公開2016などで展示した。
　記録は、メモリーパックの小型化および圧縮記録装置の機能拡張を進めた他、SHVでの高速度撮影に対応した
8K 240Hz 4:2:0のリアルタイム圧縮での記録を実現した。
　音響は、番組音声の一体化制作を目的に、22.2ch音声信号から2ch音声信号、5.1ch音声信号を信号処理で高
品質に生成する、適応ダウンミックス手法を開発した。また、次世代地上放送での22.2ch音響実現を視野に、
MPEG-H 3D Audio のソフトウェアベースのコーデックを開発した。再生技術では、ディスプレー一体型のラ
インアレー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た。
　映像符号化は、HEVC方式での8K/120Hz映像の符号化所要ビットレートの検討を進め、コーデック開発に着
手した。さらに、次世代地上放送を視野に次世代符号化方式の要素技術を開発し、イントラ予測の改善手法を国
際標準化会議に提案した。
　メディアトランスポート技術は、MMT技術を応用した8KコンテンツのIP配信技術および複数コンテンツの同
期提示技術の検討を進めた他、次世代地上放送用のIPパケット多重化方式と、SFN実現のためのSTL/TTL区間
でのIP伝送方式の研究を進めた。
　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）の標準
化に寄与し、ARIB技術資料（TR-B39）を改定し共用受信機の規定を追加した。
　衛星放送伝送技術は、ISDB-S3（高度広帯域衛星伝送方式）をITU-Rの新勧告とする対応を行った。また、12GHz
帯衛星放送のさらなる大容量化・伝送性能改善に向けて、多値符号化変調や非線形歪み軽減技術に取り組んだ他、
新たな衛星伝送路である21GHz帯衛星放送システムについて、アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナや12GHz帯
との共用受信アンテナの研究を進めた。
　地上放送伝送技術は、固定向けサービスと移動体向けサービスを1つに多重する階層伝送方式に対応した変復
調装置を試作した。リオ五輪では、60HzのHEVCリアルタイムコーデックを用いて世界初となる地上波でのリ
アルタイム8K伝送デモをブラジル・リオデジャネイロと東京で同時実施した。
　素材伝送技術は、SHVでの緊急報道やスポーツ中継などのライブ放送をめざし、6/6.4/7/10/10.5/13GHz帯

（マイクロ波帯）および42/55GHz帯（ミリ波帯）での、無線伝送装置であるFPU（Field Pick-Up Unit）の研究開発
と標準化活動を進めた。加えて、ロードレース中継などのSHV移動中継の実現に向け、1.2/2.3GHz帯にて双方
向で適応制御する方式と、変動する伝送路の品質に応じて誤り訂正符号の符号化率を適応的に制御して信頼性を
向上するレートマッチング方式の研究を進めた。
　有線伝送技術は、IP技術を用いた番組制作・素材伝送システムの開発に向けた映像同期技術、機器制御技術の
検討を進めた。CATVでのSHV伝送用に開発した「複数搬送波伝送方式」について、商用CATV伝送路での実証実
験や小型受信装置の開発とともに、将来の大容量伝送技術としてベースバンド方式の検討を進めた。
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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テレビ
　高ダイナミックレンジテレビ（HDR-TV:�High�Dynamic�
Range�Television）の映像方式の標準化を進め、2016年7月に
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）において、勧告
BT.2100として標準化された（1）。同勧告では、HLG（Hybrid�
Log-Gamma）方式の表示側の電気－光伝達関数（EOTF:�
Electro-Optical�Transfer�Function）に含まれるシステムガン
マを、ディスプレーのピーク輝度に応じて設定することが規定
されている。その効果を検証するため、ピーク輝度が異なる条
件で、ピーク輝度に応じてシステムガンマを変える場合と変え
ない場合について、20名のビデオエンジニアによる映像制作実
験を行った。その結果、システムガンマをディスプレーのピー
ク輝度に応じて変えることによって、映像の平均レベル（APL:�
Average�Picture�Level）やヒストグラムのピーク輝度への依存
性が低くなる傾向が示され、制作観視条件に依存しない一貫性
のある映像制作が可能であることを確認した（2）。
　2016年8月1日に始まった4K・8K試験放送では、一部の番
組がHLG方式のHDR番組として放送されている。（一社）次世代
放送推進フォーラムや（一社）放送サービス高度化推進協会での
運用規定の策定にあたり、HDR番組の映像レベルの運用基準の
検討に寄与した。
　SDR（Standard�Dynamic�Range）とHDRの一体化制作を可
能とするため、SDRとHDRの同時撮影が可能なカメラ（3）を試作
した。本カメラは、SDRとHDRに共通の光学アイリスとSDR
のゲイン調整用の電子アイリスを備えている。HDR映像を制作
しながらSDR映像のアイリスフォローを行うことで、HDRと
SDRの同時撮影が可能であることを実証した。
　複数の8K�HDR（HLG）カメラと、既存のブランキングスイッ
チャー、圧縮記録装置、文字合成装置、HDR対応液晶ディスプ
レーを接続して撮影から表示までの8K�HDRライブ制作システ
ムを構築し、人物を含む明暗差が大きい被写体を撮影する実験
によって、HLG方式によるライブ映像制作を実証した（図１）（4）。

■ フルスペック8K制作システム
　フルスペック8K映像制作を実現するために、フレーム周波数
120Hzに対応する制作機器および制作システムの研究開発を
進めている。圧縮記録装置、ルーティングスイッチャー（5）、波

形モニター（6）、17インチ小型ディスプレー、ダウンコンバート
機能をもつカラーグレーディング装置（7）、120Hz対応タイムコ
ード装置（8）から構成される8K/120Hz制作検証システムを構築
し（9）、8K/120Hz映像信号の切り替え、機器間伝送、信号監視、
120Hzタイムコードの従来機器との互換性を実証した。さら
に、ルーティングスイッチャーの入出力数を拡充し、画像処理
･切替効果の機能を付加することによってプロダクションスイ
ッチャーを実現したほか、8K/120Hzオフライン編集環境を構
築した。また、マイクロ秒以下のオーダーで正確な時刻同期が
可能なPTP（Precision�Time�Protocol）を同期信号とした制作
システムの可能性を検証した（10）。

■ 解像度特性の測定法
　テレビカメラの解像度特性を正確に把握するために、２種類
の測定法の標準化を行った。ひとつは、インメガサイクルチャ
ートと呼ばれる、複数の空間周波数を有する矩形波が空間的に
配置された解像度チャートを撮影し、波形モニターで振幅を読
み取る方法である。もうひとつは、僅かに傾いたエッジ画像チ
ャートを撮影し、エッジ部分の応答特性から変調伝達関数
（MTF）を算出する方法である。これら２つの解像度特性測定方
法に関するガイドラインを、（一社）電波産業会（ARIB）技術資料
TR-B41（11）にまとめた。

■ LED照明の演色性
　広色域4K･8K制作における白色LED照明の演色性に関する
評価実験に基づき、平均演色評価数Ra≧90かつ特殊演色評価数
R9（赤色）≧80を推奨基準とすることをARIBに提案し、ARIB技
術資料TR-B40が策定された（12）。

■ 標準動画像
　（一社）映像情報メディア学会から頒布される超高精細・広色
域標準画像Bシリーズの制作に寄与した。Aシリーズには含まれ
ていないスポーツ映像を中心に8Kフル解像度カメラで撮影し、
スクロールするテロップの追加等の編集を行った。
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図1　HDRライブ制作の展示（技研公開2016）
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　1.2　カメラ

　実用的なフルスペックSHV（Super�Hi-Vision）カメラの実現、
および東京オリンピックでの新たな撮像技術の実現を目指し、
研究開発を進めている。

■ フルスペックＳＨＶカメラ
　フルスペックSHVカメラについては、これまでのフレーム周
波数120Hz、8Kフル解像度、階調12ビットに加え、HDR（High�
Dynamic�Range）にも対応することにより、2016年に標準化
されたITU-R勧告BT.2100にも準拠した初のフルスペックSHV
カメラを開発した（1）。HDRはHLG�（Hybrid�Log-Gamma）方式
により、ダイナミックレンジ設定1200%を実現した。本カメ
ラを用いてさまざまな評価映像を撮影し、NAB�Show�2016や
技研公開でコンテンツを上映した。
　小型で実用的なフルスペックSHVカメラの実現を目指し、1
億3,300万画素撮像素子を用いた8Kフル解像度単板カラーカメ
ラを開発した（図1）（2）。カメラヘッド重量6.3kg,�CCUは3Uサ
イズと小型化を実現し、解像度特性は3200TV本において
MTF35%以上が得られた。さらに、60Hz用の撮像素子を2ライ
ン単位のインターラインで駆動する、120Hz駆動実験を行った。
　これまでに開発した3,300万画素単板でフレーム周波数
120Hzの超小型SHVカメラ"Cubeカメラ"を使用し、NAB�
Show�2017でのコンテンツ上映に向けてバイクレースやアイ
スホッケーなどスピード感のあるスポーツシーンを撮影した。
　カメラの性能を改善するための要素技術についても研究を進
めた。雑音特性については、HDR映像の所要SN比を評価する
ため、8Kカメラの所要SN比を主観評価実験により調査した（３）。
視距離0.75H、ディスプレー輝度1000cd/m2、システムガン
マ1.2、フレーム周波数60Hzの条件で、48dB以上のSN比が望
ましいことが分かった。色再現特性については、リニアマトリ
クスを用いた色補正を行う場合に発生する、高彩度信号におけ
る信号値クリップに起因する階調つぶれについて、信号処理に
よる軽減手法を考案し、実験により効果を実証した。電源周波
数50Hzで照明の明るさが変動する環境においてフレーム周波
数120Hzで撮影した場合に生じるフリッカーについて、240Hz
の高速度撮影によるフリッカー抑圧手法を考案し、撮像実験に
より効果を実証した。オートフォーカス（AF）技術について、像
面位相差画素を内蔵した1億3,300万画素撮像素子を試作し、像
面位相差AF方式とフォーカス補助信号を用いたコントラスト
AF方式を複合的に用いたハイブリットAF方式を考案し、シミ
ュレーション実験により効果を実証した。
　将来のSHVカメラの普及を目指し、カメラと記録装置が一体

となった普及型8Kカムコーダーの実現にむけた原理検証用試
作機の開発を進めた。既存の圧縮記録技術を応用することによ
り、SDカード4枚で8K/60Hzの映像が1時間以上記録可能な仕
様とした。

■フルスペックＳＨＶイメージセンサー
　実用的なフルスペックSHVカメラの実現を目指し、イメージ
センサーの開発を推進した。
　2016年は、1.25インチフルスペックSHVイメージセンサー
の設計を行った。画素サイズは2.1μm（受光面サイズ16.2mm
×9.1mm）、画素数は3,300万、フレーム周波数は240Hz、A/
D変換回路の量子化数は14ビットとした。高精度でかつ高速度
の動作を可能とするため、A/D変換回路は、3段パイプライン
方式を新たに設計した。さらに雑音低減処理回路の内蔵によ
り、ランダム雑音と固定パターン雑音を低減する設計とした。
　この研究は、静岡大学と共同で実施した。

■ＳＨＶ高速度撮像技術
　東京オリンピックでのSHV高速度撮影の実現に向けて、撮像
装置、記録装置、およびスロー再生装置の開発を推進した。
　撮像装置は、3,300万画素でフレーム周波数240Hzの高速度
撮像が可能な実験装置の開発に着手した。記録装置は、フルス
ペックSHV用圧縮信号処理基板を２つ並列動作させることに
より、8K�240Hz�4:2:0のリアルタイム圧縮を実現した。スロ
ー再生装置は、収録同時再生可能な装置の開発に着手し、2016
年度は60Hzでの動作検証を行った。また、日本体育大学と共同
で、スピードスケートなどのスポーツ映像の撮影実験を行った。

■電子式可変NDフィルター
　入射光量を電子的に連続可変でき、かつ局所的にも制御が可
能なテレビカメラ用NDフィルターの実現を目指し、研究を進
めている。これまで、調光材料として透過率80％程度から1%
以下まで広い可変域をもつエレクトロクロミック（EC）材料に
注目し、硝酸銀（AgNO3）と塩化銅（CuCl2）を溶解した電解液を
透明導電膜（ITO）で挟んだ構造のEC素子を試作してきた。
2016年度は、調光素子を2層構造とすることで、動作速度を従
来の2倍に高速化した。
　この研究は、（株）村上開明堂と共同で実施した。



� 1　8Kスーパーハイビジョン

 NHK技研 研究年報 2016　│　7

〔参考文献〕
(1)� �K.�Kitamura,�T.�Yasue,�T.�Soeno�and�H.�Shimamoto
� �:�“Full-specification�8K�Camera�System,”�NAB�Broadcast�

Engineering�Conference�Proceedings,�p.266-271�(2016)
(2)� �中村、山崎、船津、島本:�“フル解像度8K単板カメラシステムの開

発,”�映メ年大,�22E-1�(2016)
(3)� �R.�Funatsu,�K.�Kitamura,�T.�Yasue,�D.�Koide,�H.�Shimamoto:�

“Development�and� Image�Quality�Evaluation�of�8K�High�
Dynamic�Range�Cameras�with�Hybrid�Log-Gamma”,�Electronic�
Imaging,�Image�Quality�and�System�Performance�XIV,�pp.�152-
158�(2017)

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て
いる。

■  フルスペック8K制作の研究
（ディスプレー関連）
　フルスペック8Kパネルの評価のために、LVDS（Low�Voltage�
Differential�Signaling:小振幅差動信号方式）でパネルを駆動で
きる8Kディスプレー�I/F検証装置を試作した。55インチ8Kパ
ネルを接続して評価した結果、パネルを120Hzで駆動できるこ
と、BT.709�（SDR）、BT.2100（HLG）に加えてユーザーが設
定する異なる特性の表示用ガンマカーブを適用できることを確
認した。また、2015年度に開発した9.6インチの8Kモニタに
ついて、電源・制御部と表示部とを分離することで表示部を小
型化した。

■ フルスペックSHVプロジェクターの開発
　フルスペックSHVプロジェクターのレーザー光源の高輝度
化・低干渉化による高画質化を進めた。半導体レーザーの数を
増やし高輝度化するとともに、個々の半導体レーザーの中心波
長をずらし、光源の半値幅を広げることによって光源を低干渉
化した。その結果、BT.2020色域のxy色度図上での包含率95%
を達成しつつ、明るさがおよそ2倍、スペックルコントラスト
がおよそ半分に低下したプロジェクターを実現した。

■SHVシート型ディスプレーの研究
　家庭でも大画面でSHVを視聴できるように、丸めて持ち運び
可能なシート型ディスプレーの実現を目指して、軽量な有機EL
ディスプレーの研究を進めている。有機EL素子は自発光型の
表示デバイスで、バックライトが不要なためディスプレーを薄
くすることができる。2016年度は、薄いガラス板を基板に用
いた4K有機ELパネルを4枚組み合わせて、130型大画面ディス
プレーを構成した。パネルを固定するバックボードを含めた厚
さは約2mmであり、超薄型ディスプレーの将来イメージを示す
ことができた（図1）。本ディスプレーは、LG�Displayとアスト
ロデザイン（株）の協力で試作した。今後は、パネル輝度の向上
や120Hz化などの性能改善、ならびに1枚のパネルで8K映像を
表示可能なディスプレーの開発を進めていく。

1.4　記録システム

　フルスペックSHV記録機器の実現を目指して、圧縮記録装置
の研究を進めている。2016年度は、固体メモリーパックの小
型化と高速インターフェースへの対応、および圧縮記録装置の

機能拡張を進めた（1）。
　メモリーパックについては、従来よりも広帯域であるNVMe
インターフェースへ対応し、小型化を図った。現行のメモリー

図１　8Kフル解像度単板カメラヘッド

図1　試作した大画面シート型ディスプレー
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パックは、帯域6GbpsのSATAインターフェースを持つSSDを
複数個束ねて使用する構成であったため、小型化への対応が難
しかった。そこで、より広帯域のNVMeインターフェースに対
応することで、複数のSSDを束ねることなく1台のSSDでメモ
リーパックを構成した（図1）。これにより、従来のメモリーパ
ックに比べ、体積を約1/7に小型化できる見通しを得た。更に、
メモリー評価ボードを用いた実験で、メモリーチップへの並列
書込みや書込みブロックサイズを大きくすることで従来のメモ
リーパックと同等の20Gbps以上の書込み・読み出し速度を達
成した。採用したNVMeインターフェースはオープンな規格で
あり、記録媒体としての汎用性を確保した。圧縮記録装置側に
は、記録制御を行う基板のファームウエア上にNVMeインター
フェースを実装し、市販のNVMeドライブで記録再生動作を検
証した。
　圧縮記録装置の機能拡張については、編集装置への入出力を
容易にするため、動画編集用の圧縮符号化方式である、8K�
ProResに対応したデコードIPを開発し記録装置へ実装した。
また、制作システムに必要な機能である、音声およびタイムコ
ードの外部入出力に対応した。
　さらに、記録画質の向上を目指し、色間引きなしでの圧縮記
録に有用な色変換手法について改善を進めた。特定の色信号に
大きいノイズ成分が含まれる場合は、ノイズ伝搬を抑制する独
自の色変換式を用いることが画像劣化の抑制に有効であること
は確認できていたが、画像によっては従来の色変換式の方が有
効であった。そこで、画像の特徴量を抽出し適応的に変換式を

切り替えることで、常に圧縮後の画質劣化を低減できることを、
シミュレーションにより確認した（2）。

〔参考文献〕
(1)� �小倉、菊池、梶山、宮下:�“フルスペックSHV圧縮記録装置とバッ

クアップ装置の試作,”�映情学技報,�Vol.41,�No.5,�pp.139-142,�
(2017)

(2)� �K.Kikuchi,�T.Kajiyama,�K.Ogura,�and�E.Miyashita,�“Adaptive�
Color�Space�Transforms�for�4:4:4�Video�Coding�Considering�
Uncorrelated�Noise�among�Color�Components,”�MMSP2016�
Digest,�39�(2016)

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音響一体化放送システム
　22.2ch音響の番組を、2chや5.1chの番組と同時にかつ効率
的に制作するための研究を進めている。
　従来より指向性の鋭いショットガンマイクロホンの検討を行
い、より正確にマイクロホンの指向特性を予測する手法を考案
した。この手法により１ｍの長さの音響管を設計し、マイクロ
ホンを開発した（1）。また、22.2ch音響をワンポイントで収音す
る方式として、小型のショットガンマイクをアレー状に構成し
たマイクロホンを開発し（図1）、各ch間の分離性能を広帯域で
実現した（2）。
　22.2ch音声信号間のコヒーレンスに着目した適応ダウンミ
ックス手法を開発した。提案手法によって、固定係数によるダ
ウンミックスで問題となるラウドネス値の変化を改善し、
22.2chでのミキシングバランスを保持したダウンミックスを
実現した。さらにフルスペック8K�SHV機器間伝送用U-SDI信
号の音声モニター装置を開発した。
　符号化では、次世代地上放送での22.2ch音響放送を視野に入
れ、最新の音声符号化方式であるMPEG-H�3D�Audio（3）に基づい
たソフトウェアベースのコーデックを開発するとともに、圧縮符
号化した22.2ch音声信号の音質を主観評価し、512kbit/s以上
のビットレートで放送品質を満たすことを明らかにした（4）。

■SHV音響変換再生技術
　22.2ch音響を家庭で楽しむための再生技術の研究を進めて
いる。フラットパネルディスプレー一体型のラインアレイスピ
ーカーを用いたトランスオーラル再生法では、2015年度に定
式化した再生制御器の設計法を帯域別の設計に拡張し、計算機
シミュレーションによりその有効性を検証した。また、拡張し
た信号処理をリアルタイムで実行できる信号処理装置を、シャ
ープ（株）と共同で開発した。

図１　小型メモリーパックの構成

NVMeインターフェース

メモリコントローラ メモリチップ

図１　ワンポイントマイクロホン外観
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　また、バイノーラル再生の性能向上のために、側方に設置し
たスピーカーから帯域抑圧した音声信号を再生することによ
り、後方から音が聞こえるように知覚させる効果があることを
確認し、後方強調フィルタとして提案した（5）。本手法を、前方
だけにスピーカーを設置する簡易再生技術と組み合わせること
で、より広がり感が向上することも確認した。
　より少ないチャンネル数のホームシアターなどでも22.2ch
音響を再生するために、22.2ch音響の音声信号を任意のチャン
ネル数に変換する手法の検討を開始した。聴取実験の結果、提
案した固定ダウンミックス係数は、音の到来方向を保持するよ
うに精緻に算出したダウンミックス係数と比べ、空間印象を大
きく損なわないことを確認した。
　また、パブリックビューイングなどでの22.2ch音響の聴き取
りやすさの向上を目指した検討も行った。音声信号の帯域ごと
のチャンネル間相関を加味し、音声信号と環境音の周波数帯域
ごとのレベル差に基づき、再生レベルを逐次補正することで、
22.2ch音響の聴き取りが改善されることを確認した（6）。

■標準化
　国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）では、22.2ch音響を
含む複数の音響システムで制作された番組を伝送・記録すると
きの、音響システムおよびチャンネルの順番を規定する新勧告
の策定に寄与した（7）。また、音質評価室などの音響特性を調整
するときの測定マイクロホンの向きによる測定誤差を調査し、

新レポート草案として提出した。この他、22.2ch音響を含む先
進的音響システムで使用する音響メタデータの勧告にダウンミ
ックス係数を指定する記述子を追加する改訂や、ラウドネス測
定法に関する勧告に定数項の定義や計算方法を明確化する改
訂、ラウドネス測定法の確認用テスト音源に関するレポートに
22.2ch音響を含むテスト音源を追加する改訂などに寄与した。
　（一社）電波産業会（ARIB）では、22.2ch音響の標準規格を
ITU-R勧告に一致させる改定に寄与した（8）。また、ラウドネス
運用規定に22.2ch音響のテスト音源を追加する改定に寄与し
た。さらに、室内音響調整法に関する22.2ch音響の標準規格や
5.1サラウンドのガイドラインを改定した。このほか、22.2ch
音響の普及を目的に、三次元マルチチャンネル音響の標準音源
の制作を開始した。
　MPEGでは、ARIB規格のMPEG規格化に向けた改定作業を
進め、22.2ch音響放送規格の国際普及に貢献した。また、
MPEG-H�3D�Audioの性能検証試験に参加し、最新の符号化方
式の開発に寄与した。

〔参考文献〕
(1)� �Y.Sasaki,�T.Nishiguchi,�K.Ono,�T.Ishii,�Y.Chiba�and�A.Morita,�

“Development�of�shotgun�microphone�with�extra-long�acoustic�
tube ,”�Aud io�Eng ineer ing�Soc ie ty�Convent ion�Paper�
9639(2016)�

(2)� �Y.Sasaki,�T.Nishiguchi,�K.Ono,�“Development�of�multichannel�
single-unit�microphone�using�shotgun�microphone�array,”�
Proceedings�of�the�22nd�International�Congress�on�Acoustics�
(ICA2016)

(3)� �ISO/IEC�23008-3:2015（2015）
(4)� �杉本、小森,�“MPEG-H�3D�Audioによる22.2ch音声信号の圧縮符

号化,”�音演論（秋）,�3-7-18�(2016)
(5)� �長谷川,�大出,�小野,�飯田,�“側方スピーカ配置における帯域抑圧処

理による後方音像制御,”�音講論（秋）,�3-7-11�(2016)
(6)� �北島,杉本，小野,�“チャンネル間相関を考慮した騒音環境下での

22.2マルチチャンネル音響再生手法,”��信学技法，EA2016-142
（2017）

(7)� �Rec.�ITU-R�BS.[Multi-Track]:Allocation�and�ordering�of�audio�
channels�to�formats�containing�12-,16-�and�32-�tracks�of�audio

(8)� �ARIB�STD-B59:三次元マルチチャンネル音響方式スタジオ規格　
第2.0版

1.6　符号化

　8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化、地上波放送実現
などを目指し、映像符号化の研究を行っている。

■ 8Kフルスペック映像符号化
　8K�フルスペック放送の実現に向け、120Hz映像符号化の所
要ビットレートを検討し、画質を確認した。8K放送の国内規格
（ARIB�STD-B32）では、120Hz映像の符号化信号が現行の
60Hz放送の受信機でも再生できるように時間方向の階層符号
化方式を採用している。60Hz映像の階層部分に対する120Hz
映像全体の符号量増加率を変化させた実験を行い、客観指標に
よる評価で好適な増加率を求めた結果、符号量増加率は10%以

下となった。120Hz映像および60Hz映像の主観画質を確認し、
それぞれの原画像に対して大幅な画質劣化は見られなかった。（1）

　8K�120Hz映像符号化の高速化を検討した。60Hz映像と
120Hz映像の差分の階層部分に対してブロックサイズや予測方
法の符号化パラメータを適切に設定することにより、符号化効
率がほぼ変わらないまま、符号化演算時間が17%削減された（2）。
　HEVC方式による�8K�120Hzコーデックの開発を開始し、
2016年度は基本設計を行った。エンコーダーは8K�120Hz映
像を8分割（空間方向に4分割、時間方向に2分割）し、4K�60Hz
相当のHEVCエンコーダー8台を連動して符号化処理する構成
とした。出力ストリームの検証や分割処理に起因する画質への
影響の確認のため、エンコーダーの動作シミュレーションソフ

図２　ディスプレー一体型ラインアレイスピーカー
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トウェアを開発した。一方、デコーダーはソフトウェアで実現
することとし、復号処理のコア部分の開発を進め、エンコーダ
ーの動作シミュレーションソフトウェアで作成したストリーム
を復号可能であることを確認した。
　上記の120Hz映像符号化の研究開発を進める上で必要な評
価映像を、NTTと共同で制作した。速い動きでの優劣が判別し
やすいような映像内容とした。

■8K素材伝送用映像符号化
　HEVC符号化方式を用いたFPUの大容量化を目的としたチ
ャンネル設計のため、映像符号化の画質評価実験を行った。1
～ 3組の符号化/復号装置を縦続接続し、各段において番組素材
としての品質を満たす所要ビットレートを主観品質評価により
明らかにした。評価基準にITU-R勧告BT.1868を用い、最も厳
しい縦続接続3段の条件において基準を満たすには、8K映像の
場合�285�Mbps、4K映像の場合�145�Mbps必要であることを
明らかにした。本実験はARIBの素材伝送用HEVCコーデック
評価JTGとして実施した。

■地上波放送実現に向けた取り組み
　リオ五輪開催期間中（2016年8月5日～ 8月21日）、ブラジル
のTV�Globoと共同で、8Kスーパーハイビジョンによる地上波
伝送実験とPV（パブリックビューイング）をリオ・デ・ジャネイ
ロで実施した。実験では、当所で試作した8K�HEVCエンコー
ダーを用いて8K番組を84Mbpsに圧縮し、地上波で伝送した
（図1）。受信地点では、当所で試作した8K�HEVCデコーダーで
復号し、98インチ液晶モニタと22.2chスピーカーを用いて展
示し、8Kの魅力や圧縮伝送技術をブラジル内外の人々に広くア
ピールした。また、日本国内でも同様の地上波伝送実験を実施
し、技研のリオ五輪PV会場で公開した。

　8Kの地上波伝送を低ビットレートで実現するために、HEVC
符号化の前段での映像処理を開発し、一部を装置に実装した。
開発した技術は、時空間ウェーブレットシュリンケージ処理に
よる雑音除去と帯域制限により、符号化効率を高めるものであ
る。この研究の一部は、総務省の委託研究「地上テレビジョン放
送の高度化技術に関する研究開発」を受託して実施した。

■次世代映像符号化
　8Kの地上波放送実現などを目指して進めている次世代映像
符号化について、2016年度は要素技術の改善・開発を行った。
イントラ予測技術の改善として色差信号のイントラ予測精度改
善アルゴリズムを考案した。隣接する色差ブロックの予測モー

ドを参照することで、演算量の増加なしに符号化効率が改善す
ることを確認した（3）。また、動き補償予測における予測残差信
号の低減手法を考案した。さらに動き補償で用いる動きベクト
ルの予測符号化の改善手法を考案した。分割形状に応じて予測
ベクトルの導出を制御することで、符号化効率が向上すること
を確認した（4）。符号化方式の新たな改善要素として映像フォー
マットの適応手法を考案した。HDR映像フォーマットの国際標
準化に伴い、HDR映像の符号化時に発生する符号化劣化の低減
手法を考案し、基礎的な実験によりその効果を確認した。
　イントラ予測改善手法を次世代符号化方式の国際標準化会議
に提案した。また、標準化活動を推進するため、HLG（Hybrid�
Log-Gamma）方式の評価用HDR映像の提供に寄与した（5）。

■超解像技術の映像符号化応用
　2015年度までに開発した最適化超解像階層間予測処理装置
8台を用い、8K映像および4K映像を同時かつリアルタイムで符
号化伝送するシステムを完成させた（6）。本システムでは、4K映
像をHEVC方式により符号化伝送するとともに、4K復号映像を
8K解像度に超解像復元するための補助情報を伝送する。補助
情報に対するロスレス符号化、装置間同期、および映像情報・
補助情報間の自動調相の各技術を確立し、総合的な接続性を実
証した（図2）。この研究の一部は、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。

　超解像技術による映像方式変換法の研究を進めた。空間方向
の処理を、カメラの色標本化構造を考慮した使用周波数帯域選
択法を導入して改善した（7）。時間方向の処理を、フレームレー
トの変化に伴う時空間コントラスト感度変化の補正による線形
補間内挿法により改善した（8）。階調方向の処理では、光学系の
劣化過程を模擬した点広がり関数を導入し、中間階調を補間す
る方法を開発した。

〔参考文献〕
(1)� �杉藤，神田，境田:�“8K�120Hz映像符号化における所要ビットレ

ートの検討,”�第15回情報科学技術フォーラム講演論文集(FIT),�
no.3,�RI-004,�p.17-22�(2016)

(2)� �杉藤，神田，境田:�“8K�120Hz映像符号化におけるパラメータの
検討,”�映情学年次大,�12B-1�(2016)

(3)� �S.�Nemoto,�Y.�Matsuo,�A.� Ichigaya:�“Chroma� Intra�Mode�
P red ic to r�Based�on�Modes�o f�Ne ighbo r i ng�B locks ,”�
International�Workshop�on�Advanced�Image�Technology�2017�
(IWAIT2017)�(2017)

(4)� �S.� Iwamura,�K.� Iguchi,�and�A.� Ichigaya:�“Partition-adaptive�

図１ 伝送拠点の機器

図2　超解像復元技術による符号化システム
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merge�candidate�derivation,”�JVET-D0107�(2016)
(5)� �S.�Iwamura�and�A.�Ichigaya:�“New�4K�HDR�test�sequences�

with�Hybrid�Log-Gamma�transfer�characteristics,”�JVET-E0086�
(2017)

(6)� �T.�Misu,�S.�Iwamura,�Y.�Matsuo,�K.�Kanda,�and�S.�Sakaida:�
“Real-time�8K/4K�Video�Coding�System�with�Super-resolution�
Inter-layer�Prediction,”�32nd�Picture�Coding�Symposium�(PCS�
2016),�I-12�(2016)

(7)� �Y.�Matsuo,�S.�Sakaida:�“Super-Resolut ion�Method�by�

Registration�of�Multi-Scale�Components�Considering�Color�
Sampling�Pattern�and�Frequency�Spectrum�Power�of�UHDTV�
Camera,”�18th�IEEE�International�Symposium�on�Multimedia�
(ISM�2016),p.521-524(2016)

(8)� �Y.�Matsuo,�S.�Sakaida:�“Frame-Rate�Conversion�by�Linear-
Filtering� Interpolation�Using�Spatio-Temporal�Contrast�
Compensation,”�35th� IEEE�International�Conference�on�
Consumer�Electronics�(ICCE�2017),�p.262-263�(2017)

1.7　メディアトランスポート技術

　映像・音声等を伝送するメディアトランスポート技術として、
放送と通信の伝送路で共通に利用できるMMT（MPEG�Media�
Transport）の研究を進めている。また、複数の8Kコンテンツの
IP配信および同期提示技術の検討や、MMT技術を次世代地上放
送へ適用するための研究も進めている。

■ MMT技術の応用
　衛星放送からの8K放送受信と、IP配信による8Kコンテンツ
受信の両方を可能とする放送通信共用受信機を新規開発した。
IP配信の信号形式を8K放送と同じMMTとすることにより、受
信機内部の信号処理回路の共通化を図っている。10Gbps級の
インターネット回線を用いて11チャンネルの8Kコンテンツを
IP配信し、共用受信機で任意の1チャンネルを選択受信する実
験を行い、安定受信できることを確認した。また、MMT信号を
IP配信する際の伝送プロトコルについて検討し、マルチキャス
ト配信とともにユニキャスト配信が可能であること（1）、MMTか
らHTTPへとプロトコル変換による伝送が可能であること（2）を
示した。これらの成果を技研公開2016、InterBEE2016のデ
モ展示等で広く一般に示した。
　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。

　MMT技術の応用例として、マルチアングル映像など複数のコ
ンテンツをIP配信し、テレビとタブレットなど複数の端末でそ
れぞれのコンテンツを時間のずれなく同期制御して表示する技
術を開発し、高精度同期が可能なことを実証した（3）。また、ネ

ットワーク上に存在する多数のコンテンツから絶対時刻で検索
した複数コンテンツを同期提示するユースケースを検討し、対
応可能な蓄積フォーマットを示した（4）。

■次世代地上放送
　次世代地上放送の実現に向けて、地上放送の伝送路符号化方
式に適合するIPパケット多重化方式と、地上放送でSingle�
Frequency�Network（SFN）を実現するために、Studio� to�
Transmitter�Link（STL）区間やTransmitter�to�Transmitter�Link
（TTL）区間におけるIP伝送方式について、検討結果を仕様とし
てまとめ、試作機による検証を行った。
　これらの研究の一部は総務省の委託研究「地上テレビジョン
放送の高度化技術に関する研究開発」を受託して実施した。

■国際標準化
　ISO/IEC�TR�23008-13�「MMT実装ガイドライン」の実装例
として、NHKからMMTパケットデータと解析ツールを添付す
ることをMPEG会合へ提案し、合意された（5）。また、MMT技術
を用いた8KコンテンツのIP配信に関するNHKの取り組みを、
ITU-R�SG6およびITU-T�SG16に報告した。

〔参考文献〕
(1)� �S .Aok i�e t�a l . :�“Del i ve ry�o f�8K�Conten t�ove r�Sate l l i te�

Broadcasting�and�Broadband,”�� International�Workshop�on�
Smart�Info-Media�Systems�in�Asia�2016,�SS5-2,�pp.236-241�
(2016)

(2)� �青木ほか:�“MMTプロトコルからHTTPへの変換方法の一検討,”�
2016電子情報通信学会通信ソサイエティ大会講演論文集,�2,�B-6-
10,�p.10�(2016)

(3)� �河村ほか:�“MMTを用いた端末間映像同期のAndroid端末への実装,”
エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2016,�
pp.85-92�(2016)

(4)� �大槻ほか:�“絶対時刻指定のHTTPアクセスを可能とする蓄積フォ
ーマットの一検討,”�映像情報メディア学会技術報告,�vol.40,�
no.45,�BCT2016-84,�pp.17-20�(2016)

(5)� �WD�of�ISO/IEC�TR�23008-13:�Information�technology�—�High�
efficiency�coding�and�media�delivery� in�heterogeneous�
environments�—�Part�13:MMT�implementation�guidelines.

図1　8Kコンテンツの多チャンネルIP配信実験の様子
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1.8　次世代CAS技術

　スーパーハイビジョンの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）
の研究開発、実用化を推進している。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ェアの更新によりセキュリティを継続
的に維持改善可能なことなどを特長とする。

　電波産業会（ARIB）における標準化作業に寄与し、実用化に向
け、2016年12月にARIB技術資料TR-B39「高度広帯域衛星デジ
タル放送運用規定」の第五編「高度BSデジタル放送限定受信方式
運用規定及び受信機仕様」を改定し、高度BSデジタル放送とBS/
広帯域CSデジタル放送、地上デジタルテレビジョン放送の共用
受信機の規定を追加した。

1.9　衛星放送伝送技術

　8Kスーパーハイビジョン（SHV）の本格普及に向けて、
12GHz帯衛星放送伝送方式の標準化や性能向上に取り組むと
ともに、12GHz帯衛星放送の更なる大容量化および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
　衛星放送伝送方式の国際標準化に取り組むとともに、伝送性
能の向上を目指して、多値符号化変調や交差偏波干渉除去技術
の研究を進めた。
　8Kスーパーハイビジョン衛星放送の伝送方式である
ISDB-S3（Integrated�Services�Digital�Broadcasting� for�
Satellite,�3rd�generation）の国際標準化に取り組み、国際電気
通信連合無線通信部門（ITU-R）において、2016年12月のITU-R
勧告BO.2098の策定に寄与した。また、UHDTV衛星伝送実験
および2016年8月開始のスーパーハイビジョン衛星試験放送
について取りまとめたITU-RレポートBO.2397の策定にも寄与
した。
　多値符号化変調の研究としては、12GHz帯衛星放送の更なる
大容量化に向けて、集合分割法に基づく64APSK（Amplitude�
Phase�Shift�Keying）符号化変調を設計した（1）�（2）。符号化率4/5
の条件においてDVB-S2Xの64APSKに対して0.4dB、グレイ
符号化64QAM�（Quadrature�Amplitude�Modulation）に対して
1.0dBの所要C/N比改善を計算機シミュレーションにより確認
した（図1）。

　交差偏波干渉除去技術の研究としては、2015年度提案した
右旋・左旋円偏波同時受信による12GHz帯交差偏波干渉除去ア
ルゴリズムについて、2016年度はハードウェア実装を行い、そ
の効果を確認した。

■高度放送衛星システム
　次世代の衛星放送システム実現に向けて、12GHz帯衛星搭載
用アンテナや21GHz帯アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナを
設計し、12/21GHz帯偏波共用受信アンテナや12GHz帯衛星
搭用固体増幅器の開発を実施した。
　12GHz帯衛星搭載アンテナについては、12GHz帯衛星放送
の更なる大容量化やサービス時間率の向上に向けて、外国への
干渉を低減し、衛星中継器の高出力化を可能とするため、放送
衛星搭載アンテナの構成を検討した。１枚反射鏡、２枚反射鏡
の構成で鏡面修整反射鏡アンテナを設計し、放射パターンを比
較した結果、要求条件である打上げロケットへの搭載性および
右旋・左旋円偏波における各放射パターンの一致を満たすアン
テナ構成として2枚反射鏡アンテナが適していることを確認し
た。
　21GHz帯アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナについては、衛
星搭載用21GHz帯アレー給電反射鏡アンテナに鏡面修整を適
用し、開口径および素子数をパラメータとして、サイドローブ
の低減、アレー素子の励振電力の均一化および素子数低減の検
討を進めた。開口径1.8m、素子数19のアレー給電鏡面修整反
射鏡アンテナを設計し、21GHz帯300MHz級広帯域中継器に
ついてシステム検討を行った結果、衛星送信出力2.3KW、変調
方式をQPSK（Quadrature��Phase�Shift�Keying）符号化率1/2
とした場合、東京での年間サービス時間率は99.9%となること
を確認した（3）。
　12/21GHz帯偏波共用受信アンテナについては、12GHz帯
衛星放送の右旋・左旋円偏波と21GHz帯衛星放送を１つのパラ
ボラ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
ーアンテナを用いた12/21GHz帯偏波共用給電アンテナを設
計した。12GHz帯と21GHz帯ではアンテナ基板厚の最適値が
異なるため、積層基板を適用した。計算機シミュレーションに
より、電圧定在波比は、12GHz帯で1.2以下、21GHz帯で1.4
以下であり、両放送帯域をカバーすることを確認した。また、
12/21GHz帯偏波共用受信アンテナの実現性を示すために、給
電アンテナの設計値を用い、開口径45cmオフセットパラボラ図１　64APSK符号化変調の伝送性能
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アンテナの放射パターンを評価した。利得は、12GHz帯右旋円
偏波で33.5dBi、左旋円偏波で33.4dBi、21GHz帯（右旋円偏
波）で37.7dBiであり、交差偏波識別度は31dB以上という結果
を得た。
　12GHz帯衛星搭載用固体増幅器の開発としては、16APSK
の衛星伝送特性の向上を目指して、衛星中継器で生じる非線形
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、進行波管増幅器よりも高い線形性を有する衛
星搭載用高出力固体電力増幅器を試作した。窒化ガリウム素子
を使用し、12GHzで出力電力120Wを実現した。非線形性を補
償するリニアライザを接続した試作固体電力増幅器の出力を受
信等化装置付受信機に接続し、16APSKの伝送特性を評価した
結果、進行波管増幅器を用いた場合と比較し、1.1dBの所要C/
N比改善を確認した。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。

　32APSKによる伝送容量拡大や16APSKのサービス時間率
向上に向けて、300W級進行波管増幅器や100W級固体電力増
幅器を衛星に搭載した場合の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:�“64APSK�符号化変調の検討（その２）

－LDPC�符号化率最適化による性能改善―,”�電子情報通信学会ソ
サイエティ大会,�B-5-22,�2016,�p.292.

(2)� �Y.�Koizumi,�Y.�Suzuki,�M.�Kojima,�K.�Saito,�S.�Tanaka:�“A�study�
on�64APSK�Coded�Modulation,”�IEICE�Tech.�Rep.,�vol.116,�
no.243,�SAT2016-55,�pp.51-56,�Oct.2016.

(3)� �中澤,長坂,田中:�“鏡面修整による21GHz帯放送衛星搭載アレー給
電反射鏡アンテナの素子数低減”�電子情報通信学会総合大会,�
B-1-1,�2017,�p.1.

1.10　地上放送伝送技術

　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、次世代の地上放送方式、チャンネルプラン、送信ネット
ワークの構築などに関する研究開発を進めている。

■ 次世代地上放送方式の検討
　地上放送の次世代方式への移行に向けて、暫定的な仕様の策
定を進めている。2016年度は、固定および移動体向けのサー
ビスを一つのOFDM変調波に多重する階層伝送方式の詳細な
仕様設計を行い、変復調装置を試作した。移動受信階層に対し
て、周波数インターリーブの改善および電力ブースト機能の追
加を行い、それらの有効性を検証した。さらに、移動受信用に
パイロット信号配置の最適化を行い、現行方式のISDB-T
（Integrated�Services�Digital�Broadcasting�-�Terrestrial）と
比較して、受信所要C/Nが改善し、速度耐性が向上することを
確認した（図1）。

　将来のテレビ受信機は、従来の地上放送・衛星放送の受信だ
けでなく、インターネット回線やWi-Fiネットワークなど様々
な伝送路を経由して放送信号を受信することになる。インター
ネットとの親和性を高めるために、多重層に階層伝送に対応し
たMMT（MPEG�Media�Transport）を設計し、試作装置に実装
した。受信した放送信号を屋内・車内のWi-Fiに再送信するこ
とで、地上放送波を直接受信できない場所にある端末に対して
も放送コンテンツを提供できる仕組みを検討した。

■地上放送高度化技術の研究開発
　2016年度から開始した総務省の委託研究「地上テレビジョン
放送の高度化技術に関する研究開発」において、地上波による
SHV放送の研究開発を進めている。暫定仕様のコンスタレーシ
ョン、誤り訂正符号、MIMOシステムなどを適用して、伝送容量
が拡大し階層伝送が可能となる変復調装置の試作を開始した。
　同委託研究においては、東京地区に親局規模の実験試験局を
設置する予定である。2016年度は、この大規模実験試験局の
送信諸元と設備仕様を作成した。加えて、実験試験局の電波発
射においては、同一周波数帯で利用される現行の地上テレビジ
ョン放送受信機へ混信を与えないことが必須であることから、
混信の許容値について検討を進めた。
　なお、同委託研究は、ソニー株式会社、パナソニック株式会
社、学校法人東京理科大学と共に受託し、連携して実施した。

■ �地上放送波の伝搬路特性を用いた伝送特性評価
　2015年度に試作した暫定仕様の変復調装置を用いて、固定
受信用（256QAM）信号のマルチパス特性を評価した。室内実験
で用いたマルチパス環境は、技研周辺で測定した地上放送波の
伝搬路特性を模擬したモデルを使用し、暫定仕様と既存の
ISDB-T方式の所要受信電力の劣化量を比較した。暫定仕様の
劣化量はISDB-Tの劣化量を下回り、良好な特性が得られること
を確認した（図2）。

図1　暫定仕様とISDB-Tの速度耐性の比較
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■チャンネルプランの検討
　2016年度は、SHV用に新規チャンネルを全国に割り当てる
ことを想定した場合に対策が必要となる、既存の地上デジタル
放送の周波数変更（リパック）規模を算出するための基礎検討
を、技術局と共同で開始した。

■周波数有効利用の研究開発
　2014年度から実施している総務省の委託研究「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」においては、
周波数を有効利用できるSFN（Single�Frequency�Network）技
術の研究を進めている。2016年度は、人吉地区の実験試験局
のエリア内において、STC（Space-Time�Coding）-SFN、SFC
（Space-Frequency�Coding）-SFNと従来のSFNとの比較伝送
実験を行った。STC-SFN、SFC-SFNは、従来のSFNと比較
して所要受信電力が約2dB改善されることを確認した。また、
SFC-SFNは人吉地区の伝搬環境においてはSTC-SFNと同等
の受信特性であることを確認した（図3）。

　また、STC-SFN技術と8K�HEVC復号装置とを組み合わせた
総合接続試験を実施し、人吉局から約18km、水上局から約20km
離れたSFN環境下で、8K映像を受信できることを確認した。

■海外との連携
　リオ五輪期間中、世界初となるHEVCリアルタイムコーデッ
クを用いた地上波8Kライブ伝送デモをブラジル・リオデジャネ
イロと東京で同時に実施した。ブラジルでは現地放送局TV�
Globoの送信設備とNHKの変調装置を接続して実験試験局から
電波発射し、約8km離れたデモ会場にて受信し、五輪のライブ
映像をデモした。また、デモと並行してリオ市内にて野外実験
を実施した。結果はSET�EXPOで報告されたほか、世界各国の
UHDTV地上野外伝送実験結果をまとめたレポートITU-R�
BT.2343に追加された。
　ISDB-Tの国際展開を推進するDiBEG（Digital�Broadcasting�
Experts�Group）において、ブラジルを中心とした南米の放送事
業者と連携して、ABNT共同文書（ブラジル技術規格：
Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas）の更新を進め
た。また、日伯作業班対応タスクフォースにおいて、次世代地
上放送に向けた諸外国の動向を調査・報告した。
　スペイン・バレンシア工科大学に研究員を派遣し、MIMOの
放送利用に関する研究を進めたほか、欧州における次世代地上
放送の動向を調査した。

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

田、澁谷:�“次世代地上放送に向けた移動受信用SPパターンの一検
討,”�映情学技報,Vol.40,�No.30，pp.5-8�(2016)

(2)� �佐藤、蔀、竹内、岡野、土田:�“次世代地上放送に向けた暫定仕様
に基づく伝送方式のマルチパス特性評価－室内実験による
ISDB-Tとの比較－,”�映情学技報，Vol.40,�No.45,�pp.5-9�(2016)

(3)� �S.�Saito,�T.�Shitomi,�S�Asakura,�A.�Satou,�M.�Okano,�K.�
Murayama�and�K.�Tsuchida, :�“4x2�MIMO�Field�Test�of�
A d v a n c e d�SFN�Us i n g�S p a c e�T ime�Cod i n g�F o r� 8K�
Transmission,”�IEEE�International�Symposium�on�Broadband�
Multimedia�Systems�and�Broadcasting�(BMSB�2016),�IEEE,�
10A-2(2016)

図2　マルチパス環境における伝送特性の劣化量の比較
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1.11　素材伝送技術（FPU）

　スーパーハイビジョン（SHV）による緊急報道やスポーツ中
継などのライブ放送をめざして、マイクロ波帯、ミリ波帯、
1.2/2.3GHz帯を使った映像・音声素材の無線伝送装置（FPU:�
Field�Pick-up�Unit）の研究開発を進めている。

■ マイクロ波帯FPU
　伝送レートが200Mbps級の8K-SHV信号を50km伝送できる
マイクロ波帯FPUの研究と標準化活動を進めた。このFPUは、
現行のハイビジョンFPUと同じ18MHzの伝送帯域幅におい
て、偏波MIMO（Multiple-Input�Multiple-Output）と、超多値
OFDM（Orthogonal�Frequency�Division�Multiplexing）技術に
より、伝送容量を大幅に拡大するものである（図１）。
　2016年度は、実用化に備えてこれまでに試作した変復調部
のLDPC（Low-Density�Parity-Check）符号とOFDMフレーム
構成を改良した。LDPC符号には、高度衛星放送伝送方式（ARIB�
STD-B44）に用いられている符号を導入した。また、１OFDM
フレーム内に、整数個のLDPC符号ブロック（44,880ビット）を
収めることができる設計とし、データキャリア数とフレーム長
を最適化し、効率的な伝送を実現した。標準化活動として、
2020年の実用化に備えて国の技術基準策定と（一社）電波産業
会の規格化に寄与した。

■ミリ波帯FPU
　伝送レートが400Mbps級の8K-SHV信号を伝送できるミリ
波（42GHz）帯FPUの研究と標準化活動を進めた。2016年度は、
伝送帯域幅を62.5MHzから125MHzに拡大した偏波MIMO-
OFDM変復調器を試作した（1）。2015年度に試作した高周波部
と併せてミリ波帯FPUの試作機が完成した（図２）。
　室内実験では、最大600Mbpsの伝送レート（サブキャリア変

調方式32QAM、符号化率3/4の場合）が達成できることを確認
した。また、実用化に備えて、（一社）電波産業会におけるミリ
波帯素材伝送システムの標準規格（ARIB�STD-B43）の改訂に寄
与した。さらに、2016年度に技術局が開発した8K素材伝送用
H.265/HEVCコーデックをミリ波帯FPUに接続して、渋谷の
放送センターと技研間の約8kmの距離で野外伝送実験を実施
し、8K-SHV信号の伝送が可能であることを実証した。

■1.2/2.3GHz帯FPU
　1.2/2.3GHz帯を使ってSHV移動中継を実現するため、TDD
（Time�Division�Duplex）方式による適応送信制御MIMOシステ
ムの研究開発を進めている。
　2016年度は、ロードレース中継を想定した時変動チャネル
においても、TDDによって生じるフィードバック遅延の影響を
十分小さくできることを確認した（2）。2015年度に試作したシ
ステム（図３）に対して、下り回線の強化のために時空間トレリ
ス符号を導入した。

　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レートマッチングの検討を進めた。誤り
訂正符号にはターボ符号とRS（リードソロモン）符号の連接符
号を使用した。ターボ符号化後のビットパンクチャにより、伝
送路の品質に応じて符号化率を0.33 ～ 0.92の範囲で制御し
た。京都駅伝コースにおける電波伝搬実験の受信データを用い
た計算機シミュレーションにより、受信品質が劣化した時でも
符号化率を適応制御することで伝送誤りが発生しないことを確
認した（3）。
　さらに、本システムの野外伝送実験に向けて2.3GHz帯電力
増幅器を試作し、実験局免許を取得した。
　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)� �津持,伊藤,松崎,鴨田,中川,濱住:�“42GHz帯FPUにおける広帯域

MIMO-OFDM変復調器の開発,”�映情学技報,Vol.40,�No.23，BCT-
2016-64,�pp.47-50�(2016)

図１ マイクロ波帯FPUの試作機 図３　適応送信制御MIMOシステムの試作機

図２ ミリ波帯FPUの試作機
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(2)� �伊藤,鵜澤,熊谷,光山,居相:�“適応制御SVD-MIMOシステムにおけ
るTDDフィードバックの検討,”�信学総大2017

(3)� �鵜澤,伊藤,熊谷,光山,居相:�“移動中継用FPUに適用するレートマッ
チングの検討,”�信学総大2017

1.12　有線伝送技術

　8K番組の制作と素材伝送に適用可能なIP（Internet�Protocol）
番組制作・素材伝送システムの研究と、8K番組をケーブルテレ
ビで伝送するための複数搬送波伝送方式およびFTTHデジタル
ベースバンド伝送方式の研究を進めている。

■ IP番組制作・素材伝送システム
　番組制作や素材伝送にIP（Internet�Protocol）技術を導入し、
低廉で効率的なワークフローを実現するIP番組制作・素材伝送
システムの研究開発を進めている。広く普及したIP技術を導入
することで、高速かつ安価なIP機器を利用可能（1）で、映像/音声
/同期/制御といったさまざまな形式の信号を同一のIPネットワ
ークで伝送可能など、多くの利点が期待できる。
　2016年度は、IPネットワークに接続された映像機器の同期
に、IEEE1588で規格化された同期技術であるPTP（Precision�
Time�Protocol）を用いた時の同期性能を評価した。PTPは、マ
スター機器とスレーブ機器の間で時刻情報（PTPパケット）を
やり取りし、マスターの高精度な時刻にスレーブの時刻を合わ
せることにより機器間のクロック同期を実現する。PTPでは、
マスターとスレーブの間に接続するイーサネットスイッチ
（SW）の接続段数やSWを通過するデータの伝送容量が変化す
ると、PTPパケットの伝送遅延が変化し、クロック同期性能が
影響を受ける。SWの接続段数やSWを通過するデータ伝送速度
とクロック同期性能の関係を実験により定量化した。この知見
は、今後のシステム設計に活かしていく。また、PTPクロック
同期の機能を実装した非圧縮8K素材信号のIP伝送装置を開発
し、非圧縮8K素材信号を安定して伝送できることを確認した。
　番組制作にIP技術を導入することにより、IPネットワークに
接続された機器を自動的に発見したり、接続を制御したりする
機能を実現できる。IP番組制作システムの接続制御方式につい
て議論・標準化を行う国際的な組織AMWA�NMI�（Advanced�
Media�Workflow�Association�Networked�Media�Incubator）�
に参加するとともに、そこで議論されている接続制御方式を検
証できるテスト環境を技研内に構築した。複数のスタジオをIP
ネットワークで接続し、接続機器をどのスタジオからでも利用
可能とするため、機器の接続制御の競合を防ぐ仕組みを新たに
検討した。AMWA�NMIで採用された制御API形式を参照して、
テスト環境にこの仕組みを実装して動作を検証した。

■8Kのケーブルテレビ伝送方式
　既存のケーブルテレビ施設で8K信号を伝送するため、8K信
号を分割して複数のチャンネルで伝送する複数搬送波伝送方式

の研究開発を進めている。2016年度は、ケーブルテレビの商
用回線を利用して8K衛星放送の再放送実験を行い、既存のケー
ブルテレビ施設で8K再放送を実現できることを実証した（2）。
また、8K衛星放送をケーブルテレビ経由で視聴するためには、
コンパクトで低廉な受信機が必要となる。このため、複数搬送
波伝送方式に対応した復調用LSIを搭載した小型受信装置（チ
ューナー）を、世界で初めて開発した（図1）。小型受信装置の出
力信号は、8K衛星放送の復調信号と同じであるため、映像・音
声等の再生回路を衛星放送の受信機と共通化できる。

■FTTHに適したデジタルベースバンド伝送方式
　FTTH（Fiber�to�the�home）により放送を家庭へ配信する手段
の一つとして、デジタルベースバンド伝送方式の検討を行って
いる。この方式は、8K放送やハイビジョン放送などの複数のス
トリームを時分割多重（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もの
で、従来のRF伝送と比較して大容量伝送時のコストを大幅に下
げることができる特長をもつ。2016年度は、多数のストリー
ムを多重する際に課題となる、伝送遅延の揺らぎの軽減手法を
実装した伝送装置を試作し、性能評価と実証を行った。さらに、
既存のRF信号を伝送するFTTH施設を、デジタルベースバンド
伝送方式へ段階的に移行できる技術を検討した。

〔参考文献〕
(1)� �J.�Kawamoto�and�T.�Kurakake,�“Uncompressed�8K�Ultra-high�

Definition�Television�Transmission�over�100G�Ethernet� in�
Broadcasting�Station,”�OFC2017,�M2I.�5�(2017)

(2)� �上園、中島、松本、袴田、楠、倉掛、�“ケーブルテレビ商用回線を
利用した8K衛星放送の再放送実験”�2016年電子情報通信学会通
信ソサイエティ大会�B-8-35�(2016)

図1　小型受信装置
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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。
　総務省の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、2015年11月に高画質化を目的として高ダイナミック
レンジ（HDR）テレビ導入のための技術的条件の検討を開始し
た。HDRの映像フォーマット、符号化方式、識別方法が（一社）
電波産業会（ARIB）から提案され、2016年5月、「超高精細度テ
レビジョン放送システム等の高画質化に係る技術的条件」が情
報通信審議会から答申された（1）。この答申に基づき、2016年7
月、国の技術基準である総務省令が改正され、超高精細度テレ
ビジョン放送でのHDR放送が可能となった。ARIBは、（一社）
次世代放送推進フォーラムおよび（一社）放送サービス高度化推
進協会での運用規定の策定と連携して、放送方式の詳細を規定
する標準規格の改定作業を進めた（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28年度情報通信審議会答申　諮問第2023号，�平成28年5月

24日（2016）

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

伝送方式 STD-B44
高度広帯域衛星デジタル放送の伝送方式の名称ISDB-S3、実用放送衛星を利用した性
能評価実験結果の反映

多重化（MMT・TLV） STD-B60 アプリケーション制御やマルチメディアサービスに関わる記述子の追加・修正

限定受信 STD-B61 限定受信における受信機毎の個別情報の内容の明確化

映像符号化 STD-B32�第1部 HDRに対応する総務省令の反映、HEVC符号化の運用ガイドラインの明確化

マルチメディア符号化 STD-B62
マルチメディア符号化のレファレンスモデルのHDRへの対応、電子番組表（EPG）用
の記号の追加、限定受信に関する情報取得機能の追加

受信装置 STD-B63
衛星放送受信中間周波信号を光送受信機で宅内配信する際の光送受信機の望ましい
性能の改定、HDRに関連するSTD-B32第1部参照項目の追記


