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2.1　映像システム

　スーパーハイビジョンの最上位フォーマットであるフルス
ペック8Kの制作システムの研究開発や、ハイダイナミックレン
ジテレビの番組制作手法および相乗効果に関する研究を進め
ている。

■ フルスペック8K制作システム
　フルスペック8K番組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。放送局外でのライブ制作や伝送実験を可能とする
ために、これまで開発したフルスペック8K制作機器や波長多重
を利用した伝送装置（1）を制作実験車に搭載した（2）。制作実験車
による運用テストを実施し、搭載機器の相互接続性や運用性に
ついて大きな問題が無いことを確認した（図2-1）。
　新たなフルスペック8K制作機器として、ライブ制作中のハイ
ライト編集を可能にする8K120Hz映像と22.2ch音声のリアル
タイム入出力が可能な編集装置を開発した。また、IP（Internet 
Protocol）インターフェースによりフルスペック8K制作を行う
ための基礎検討を開始し、複数の軽圧縮コーデックの画質を比
較評価するための装置を試作した。
　フルスペック8K番組制作に有用な、テレビジョンカメラの感
度、信号対雑音比の測定方法の検討を進め、その内容を（一社）
電波産業会（ARIB）技術資料TR-B45にまとめた。また、テレビ
ジョンカメラの空間解像度特性（MTF: Modulation Transfer 
Function）について、画像のエッジの方向とMTFの測定精度・
確度との関係性を分析し（3）、実用的な測定条件・パラメータを
導いた（4）。

■ ハイダイナミックレンジテレビ
　表現できる明暗の幅が従来よりも広がるハイダイナミックレ
ンジテレビ（HDR-TV: High Dynamic Range Television）番組
制作に関連して、HDRコンテンツとSDR（Standard Dynamic 
Range：標準ダイナミックレンジ）コンテンツの相互変換方法
の検討を進めた。HDRコンテンツからSDRコンテンツへ変換す
る際のダイナミックレンジの変換関数を線形関数と対数関数の
組み合わせにより実現し、HDRコンテンツをSDR制作と同等の
SDRコンテンツへ変換できることを確認した（5）。この結果を、
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）に寄与し、ITU-Rレポ
ートBT. 2446に反映された。
　ハイダイナミックレンジ映像では表現できる明るさの範囲が
拡大するため、明るすぎる映像によって視聴者に不快感を与え
ることがないよう、明るさの一貫性を保つための指標が必要で
ある。その指標作成に向けた検討を進めた。主観評価実験によ
り、各画素のディスプレー輝度の全画面平均では不十分である
ことを統計的に実証し、画素を見込む角度と明るさの分布によ
る補正が有効であることを見出した（6）。さらに、ハイダイナミ

ックレンジ映像を観視する際に知覚される白レベルについて検
討を進めた。主観評価実験により、白レベルはディスプレー最
大輝度ではなく、それよりも低い輝度となることを実証した（7）。
　HDRおよび広色域に対応したディスプレーが再現できる３
次元均等色空間（知覚される色の差が、色相・彩度・明度で表さ
れる３次元空間の距離に対応する空間）において、その色域は複
雑な形状をしており２次元で表現することが難しい。そこで、
単位明度および単位色相角あたりの色域体積を保存しながら、
２次元に展開する手法である「Gamut Rings」を考案した（8）。こ
の手法により、３次元で表現される色域の体積・形状を２次元
で評価することが可能となった。
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図2-1　フルスペック8K制作実験車(左)と運用テスト(右)
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2.2　カメラ

■ 1.25インチ3板式フルスペック8Kカメラ
　小型で実用的なフルスペック8Kスーパーハイビジョンカメ
ラの実現を目指して、1.25インチ光学系による3板式フルスペ
ック8Kカメラを試作した（1）（図2-2）。撮像素子には、フレーム
周波数240Hzに対応した1.25インチ3300万画素CMOS撮像素
子（2017年度開発）をRGB信号用に3枚用いた。素子の駆動や
信号処理をすべて240Hzで行い、カメラコントロールユニット
（CCU）の最終段で2フレーム加算してフレーム周波数120Hz
のフルスペック8K信号を出力する方式とした。その結果、8K4
倍速高速度カメラとしても利用可能となった。240Hzで駆動さ
れた撮像素子の信号をカメラヘッドからCCUへ伝送するため、
光ファイバ4本で合計448Gbpsの信号を伝送可能な光伝送イン
ターフェースを開発した。双方向の光波長多重技術により、
CCUからカメラヘッドへ40Gbpsの信号を伝送でき、ビューフ
ァインダーに高精細な送り返し映像信号を伝送できる。カメラ
ヘッドとCCUは4芯光ケーブル1本で接続する。試作したカメ
ラヘッドは重量18kg、CCUは重量37kg・サイズ8Uで、いず
れも従来の3板式カメラの半分以下に小型・軽量化した。
　1.25インチ3300万画素撮像素子に実装したノイズ低減技術
の効果を検証した（2）。開発した撮像素子には、3段パイプライ
ン方式による積算型アナログデジタル変換器（ADC）が内蔵さ
れており、初段の積分回路における複数回のサンプリング動作
によりノイズを低減した。フレーム周波数120Hz駆動時に実現
できるサンプリング回数には制限がある。そこで、サンプリン
グ回数とノイズの関係についてシミュレーションモデルを作成
し、本手法によるノイズ低減効果を見積もった。計算結果は実
測値とほぼ一致し、120Hz駆動時に実行可能な6回がノイズ低
減に十分なサンプリング回数であることを確認した。本研究は
静岡大学と共同で実施した。
　8Kカメラ用オートフォーカスの実現に向け、イメージセンサ
上に位相差検出画素を組み込み、その画素で取得した画像のズ
レ量を利用する像面位相差方式により、被写体までの距離を高
精度かつ少ない計算量で推定する手法を開発した（3）。位相算出
には、矩形波の基底関数を用いた複素解析を適用し、従来の距
離推定方式と比べて大幅に演算量を減らすとともに、高い精度
の距離推定を実現した。

■ 8Kスローモーションシステム
　スポーツ番組制作等における8Kスローモーション撮影を実
現するため、高速度カメラとスロー記録・再生装置からなる8K
スローモーションシステムを開発した。

　8K速高速度カメラには、1.25インチフルスペックカメラに
高速撮影モードを加えることで、カラーサンプリング4:4:4・フ
レーム周波数240Hzで撮影する4倍速撮影モードと、カラーサ
ンプリング4:2:0・フレーム周波数480Hzで撮影する8倍速撮影
モードを備えた。併せて、2017年度に試作した8K4倍速に対
応したスロー記録・再生装置（4）を改良し、高速度カメラの出力
に合わせて、最大8倍速（480Hz）の信号入力に対応させた（図
2-3）。また、信号出力機能に2フレーム加算によるフレーム内
挿モードを追加し、スロー再生時も滑らかな映像再生を可能と
した。試作したスローモーションシステムを国際的なスポーツ
大会の8K中継制作で使用したほか、NAB Show 2018や
IBC2018などの国際展示会で展示した。

■ 増倍膜積層型8K固体撮像デバイス
　8Kスーパーハイビジョンカメラの小型化、高フレームレート
化が進むにつれて、撮像デバイスの1画素当たりに入射する光
量が減少し、感度が低下する。この課題の抜本的な解決に向け
て、低い印加電圧で電荷増倍作用が得られる光電変換膜（増倍
膜）を、信号電荷を読み出すためのCMOS回路上に積層した、高
感度固体撮像デバイス（図2-4）の開発を進めている。2018年度
は、2017年度に試作した増倍膜積層型8K固体撮像デバイスの
画質改善に取り組むとともに、増倍膜を積層する8K CMOS回
路の低ノイズ化を検討した。
　従来、増倍膜を構成する結晶セレン膜は、原子が不規則に配
列した非晶質状態のセレンを高温で一気に加熱することで形成
していたが、急速な結晶成長に伴って生じる表面平坦性の低下
や膜の内部応力が、暗電流の増加や画素欠陥の発生といったデ
バイスの画質劣化の原因となっていた。そこで、低温で一旦結
晶化させたセレンの上に電子ブロッキング層などを成膜した

図2-3　8Kスロー記録・再生装置とコントローラ

図2-2　1.25インチ3板式8Kカメラヘッド 図2-4　増倍膜積層型固体撮像デバイスの構造
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後、高温で加熱して再結晶化させる二段階加熱法を導入するこ
とで、これらの画質劣化を抑制した（図2-5）（5）（6）。
　増倍膜積層型撮像デバイスの高感度化においては、膜での電
荷増倍だけではなく、CMOS回路の低ノイズ化も重要となる。
そこで、CMOS回路内の浮遊拡散層（膜で生成された電荷を蓄
積するための容量）における暗電流発生のメカニズムを明らか
にし、外部から浮遊拡散層へ流入してくる暗電流を阻止する構
造へ変更することで暗電流ショットノイズを従来の1/8に低減
できることを確認した（7）。また、信号読み出し後、浮遊拡散層
に蓄積された電荷をリセットする際に発生するノイズ（リセッ
トノイズ）の低減や、電荷－電圧変換利得の改善に向けたテスト

回路の試作を進めた。
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2.3　ディスプレー

　大画面シート型ディスプレーの研究や、フルスペック8K映像
を表示可能な各種ディスプレーの開発を進めている。

■ シート型ディスプレーの研究
　臨場感あふれる8Kの映像を家庭で手軽に楽しめるよう、薄く
て軽く、持ち運びに便利なシート型有機ELディスプレーの開発
を進めている。2018年度は、厚さ数ミリの薄板ガラスを用い
た画面サイズ88インチの8Kシート型ディスプレーを開発し、
技研公開2018、IBC2018をはじめ、国内外の様々なイベント
において展示した（図2-6）。本ディスプレーは、LG Displayと
アストロデザイン（株）の協力により試作した。

■ フルスペック8K液晶ディスプレー
　中継車等に搭載可能なサイズのフルスペック8K液晶ディス
プレーの開発を進めている。2018年度は、31.5型で、HDR・
広色域・フレーム周波数120Hz映像を表示可能なディスプレー
（図2-7）をシャープ(株)と共同で開発した。映像信号用インター
フェースはU-SDIとし、LEDバックライトの発光量を領域ごと
に制御することでコントラストを高める手法（ローカルディミ
ング）の領域分割数を増やすことで、従来よりも高画質なHDR
表示を実現した。

図2-6　88インチの8Kシート型有機ELディスプレー 図2-7　フルスペック8K液晶ディスプレー

図2-5　デバイスの暗電流特性
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■ フルスペック8Kプロジェクター
　フルスペック8K映像の大画面視聴を実現するために、赤・
緑・青の半導体レーザーを光源とし、HDR・広色域・フレーム
周波数120Hz映像を表示可能な8Kプロジェクター（図2-8）を
開発している。2018年度は、レーザー光源の強い相互干渉性
に起因するスペックルノイズ（干渉によるスクリーン上での局
所的な明暗変化）を低減させる画質改善を進めた。スペックル
ノイズパターンは偏光方向に依存する。そこで、プロジェクタ
ーの出力光の偏光方向を変化させる光学系を用い、ノイズパタ
ーンを時間的に変化させることで、知覚されるスペックルノイ
ズを従来の約7割に低減した。

2.4　音響

　音響分野では、8Kスーパーハイビジョンの22.2マルチチャ
ンネル音響（22.2ch音響）、次世代音声サービスの研究開発なら
びに国内外の標準化を進めている。

■ 適応ダウンミックス装置の開発
　22.2ch音響の番組を、2chステレオや5.1chの番組と同時に、
かつ効率的に制作することを目的に、適応ダウンミックスの研
究を進めている。2018年度はダウンミックス時の音色を補正
するコヒーレンスコントロール（1）とラウドネス値を補正するラ
ウドネスチェイス（2）を組み合わせて、リアルタイム処理が可能
な適応ダウンミックス装置を開発した。

■ 22.2ch音響の家庭再生技術
　家庭で22.2ch音響を楽しむための再生技術の研究を進めて
いる。2018年度は、ラインアレースピーカを用いたトランスオ
ーラル再生法（3）について、チャンネルごとの分割制御とそれに
最適化した再生制御器の設計アルゴリズムを開発し（4）、信号処
理装置に実装した。本装置はシャープ（株）と共同で開発した。

■ 次世代音声サービス
　地上テレビジョン放送の高度化に向けた次世代音声サービス
の検討を進めている。2018年度は、番組音声における音素材
の構成や再生時の位置情報などを記述する音響メタデータであ
る音響定義モデル（S-ADM: Serial-Audio Definition Model, 
ITU-R BS.2076-1）と音声信号を同期させ、デジタル音声イン
ターフェースでMPEG-H 3D Audio（5）符号化装置に出力する機
能を追加した。さらに、MPEG-H 3D Audioのリアルタイム音
声符号化・復号装置（6）を開発した。その結果、S-ADMによるメ
タデータ制御機能、オブジェクト制御機能、レンダリング機能
を実現できた。
　この研究は、フラウンホーファー集積回路研究所（ドイツ）と
協力して実施した。

■ 音響デバイス
　従来よりも鋭い指向性を有するショットガンマイクロホンの
研究を進めている。2018年度は低周波数帯域や拡散雑音環境
下での性能向上を目指し、マイクロホン内部にサブアレーを設
け、信号処理と組み合わせて目的音をより明瞭に収録可能なマ
イクロホンの開発を進めた（7）。
　また、家庭用22.2ch音響スピーカの実用化を目的として、圧
電性の電気音響変換フィルムを用いた薄型スピーカ用の8chス
イッチングアンプを開発した（図2-11）。この研究は、富士フイ
ルム（株）と協力して実施した。

図2-9　ラウドネスチェイス装置

図2-10　家庭再生向け22.2ch音響信号処理装置 図2-11　薄型スピーカ用8chスイッチングアンプ

図2-8　フルスペック8Kプロジェクター
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■ 標準化
　22.2ch音響システムの普及促進ならびに次世代音声サービ
スの実現に向けて、国内外の標準化を進めている。
　ITU-Rにおいて、S-ADMの新勧告ITU-R BS.2125を策定し
た。また、評価実験の結果（8）に基づき、音声符号化方式に関連
する勧告ITU-R BS.1548-6, BS.1196-7, BS.1872-2に、
22.2ch音響の素材伝送で使用するMPEG-4 AACの所要ビット
レートを追加した。22.2ch音響を含む三次元音響方式の室内音
響調整法をまとめた新レポートITU-R BS.2419-0と、放送番
組をネット配信する際のラウドネス値の規格や事例をまとめた
レポートITU-R BS.2434-0を策定し、8K映像付き22.2ch音響
システムの主観評価法に関する新勧告草案を作成した。
　SMPTE（Society of Motion Picture and Television 
Engineers）において、既存のデジタル音声インターフェースに
よるS-ADMの伝送規格ST2116の草案を更新した。
　EBU （European Broadcasting Union）において、オブジェ
クトベース音響で用いるADM専用のレンダラーの勧告Tech 
3388の作成に寄与するとともに、提案方式を含む複数のレン
ダラーの性能を主観評価し、レポートTR043の作成に寄与し
た。また、音響定義モデルADMの番組制作用プロファイルの勧
告Tech 3392を策定した。
　ARIBにおいて、22.2ch音響の制作ガイドラインの技術資料
TR-B44を策定した。また、SMPTE ST2110に基づくIP制作
インターフェースの新標準規格草案を作成した。
　（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）および国際電気標準会
議（IEC）において、マルチチャンネル音響システムの一般的な
チャンネルアサインメントの規格（IEC 62574）について、
22.2ch音響を含む様々なシステムのラベルを追記する改訂案
の作成を継続した。また、MPEG-4 AACによる22.2ch音響の

信号を伝送する規格（IEC 61937-11）を策定した。CTA
（Consumer Technology Association）において、HDMIで
MPEG-4 AACによる22.2ch音響の信号を伝送する規格（CTA-
861.5）を改訂した。AES（Audio Engineering Society）では、
インターネットでストリーム配信される放送番組のラウドネス
の目標値について、各国の放送ルール（日本は-24LKFS）に従う
ことを原則とする技術ガイドラインの標準規格化に寄与した。

〔参考文献〕
（1）  杉本，小森：“22.2ch音響のダウンミックスにおける音質補正手

法の検討，” 映情学冬大, 12C-5（2017）
（2）  杉本,  小森：“22.2マルチチャンネル音響放送のためのラウドネス

チェイス装置, ” 音響学会秋季講演論文集，2-1-14（2018）
（3）  松井，菅谷，足立:“出力追従制御を応用したトランスオーラル再生

制御器の設計, ” 音響学会誌, Vol.73. No. 5（2017）
（4）  A. Ito, K. Matsui, K. Ono, H. Hattori, T. Suenaga, K. Iwauchi, 

and S. Adachi: “Design and implementation of binaural 
reproduction controller applying output tracking control,” Audio 
Engineering Society Convention paper 10121(2018)

（5）  ISO/IEC 23008-3:2015/AMD3:2017（2017）
（6）  杉本，青木，長谷川，小森：“MPEG-H 3D Audioを用いたリアル

タイム符号化・復号装置の開発，”音響学会秋季講演論文集，2-1-
13（2018）

（7）  Y. Sasaki and K. Ono: “Shotgun microphone with high directivity 
by extra-long acoustic tube and digital noise reduction,” Audio 
Engineering Society Convention paper 10097(2018)

（8）  S. Kitajima, T. Sugimoto, S. Oode, T. Komori and  J. Urano ： 
“Required Bit Rate of MPEG-4 AAC for 22.2 Multichannel 
Sound Contribution and Distribution,” Audio Engineering 
Society Convention paper 10078(2018)

2.5　符号化

　8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化、地上放送の実現
などを目指し、映像符号化の研究を進めている。

■ 8K 120Hz HEVCエンコーダーの性能向上
　フレーム周波数119.88Hz（以下、120Hz）の8K映像をHEVC
（High Efficiency Video Coding）方式で符号化するエンコーダ
ーを試作し、技研公開2018で展示した。2018年度は符号化制
御の改善による画質向上と、TS over IP（SMPTE ST 2022-2）
に対応したインターフェースを開発し、ビットレートの改善を
図った。TS over IPを備えることで、ビットレートを最大
480Mbpsまで拡張するとともに、多様な伝送路で高画質な8K 
120Hz映像の伝送が可能となった（図2-12）。
　エンコーダーには、8K 120Hz映像の符号化に先立って、ダ
ウンコンバートした4K 59.94Hz（以下60Hz）映像を符号化し
て符号化制御に用いる準2パス符号化技術を導入した。この技
術では、1フレームの映像内で符号化難易度の高い領域やスラ
イス境界など、符号化劣化の目立つおそれがある領域の検出結
果を利用して8K 120Hz映像を符号化する際のビット量を割り
当てる符号化制御を行う。この制御による改善効果をPSNR
（Peak Signal-to-Noise Ratio）により評価し、テスト画像で約

2.5dBの改善が得られるなど、100Mbps程度のビットレートに
おける符号化画質が向上することを確認した（1）。これらの研究
は（株）富士通研究所と共同で実施した。

■ 120Hz後方互換映像の評価
　デジタル放送における映像信号の符号化方式等を規定する

図2-12　8K120Hz HEVC符号化装置
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ARIB標準規格 STD-B32では120Hzと60Hzが両立可能なスト
リーム構造が採用されており、120Hz放送が行われた場合、
60Hzのみに対応した受信機では120Hz映像からフレーム間引
きした映像が復号、表示される（後方互換性）。フレーム間引き
によるストロボ効果の画質劣化について非専門家による主観評
価実験で検証したところ、明確な画質劣化は確認されず、動き
の速い映像では、60Hzシステムで制作された映像より主観画
質が向上する可能性も示された（2）。

■ 8Kファイルフォーマットの開発および標準化
　放送局内で8Kコンテンツのやり取りをファイルベース運用
により実現するため、8Kファイルベース記録の研究を進めてい
る。2018年度は、送出や番組交換およびアーカイブに適用す
るファイルフォーマットの符号化パラメータの検討と、検証用
のHEVCデコーダーの試作を進めた（図2-13）。
　符号化パラメータの検討では、3回程度の繰り返しを含む符
号化実験により、ビットレートやGOP（Group Of Pictures）長
に対するPSNR値を調べ、ビットレートやGOP長に対する画質
劣化の程度を確認した。
　また、ファイルフォーマットの標準化に向け、新たにARIBに
立ち上げられた4K8KファイルフォーマットJTGに参画し、要
求条件を策定した。

■ 次世代映像符号化方式の開発と標準化
　次世代地上テレビジョン放送の実現に向け、高効率な符号化
技術の開発を行っている。画面内予測の要素技術として、符号
化順制御による画面内予測の改善手法と、予測画素生成時に参
照信号からの距離に応じて、予測信号に適用するフィルタを変
更する予測精度改善手法、また、色差信号の予測モードに応じ
た直交変換の適応制御手法を開発した（3）（4）。画面間予測の要素
技術としては、隣接する動きベクトルを利用して滑らかに補間
する手法や、特定の方向から外挿補間する手法を開発した。さ
らに、輝度値に応じてフィルタ強度を変更するデブロッキング
フィルタの開発、画面内予測と画面間予測を併用して予測画像
を生成する際に直交変換を変更する手法を開発した（5）。これら
の技術を、ITU-TおよびISO/IECの国際標準化作業班JVETで標
準化が開始された次世代映像符号化方式VVC（Versatile Video 
Coding）の要素技術として提案した。提案したデブロッキング
フィルタの改善手法は作業文書案JVET-L0414に採用された。
また標準化における技術評価のための共通実験条件の策定に寄

与し、HDR映像の符号化に関する条件の策定を行った（6）。
　また、国際標準化作業班JCT-VCおいて、HEVCのコーデック
開発で産業上求められる実用的な映像フォーマットやインターフ
ェースなどの組み合わせを示すガイドライン作成に貢献した（7）。

■ 機械学習や超解像を応用した符号化と 
　評価手法の開発
　映像符号化の画面内予測モード決定を高速化するために、機
械学習の適用を検討した。計算負荷が高いレート歪最適化を用
いた予測モード決定手法に代わり、符号化対象のブロック近傍
の画素情報と、隣接するブロックに適用した画面内予測モード
とを入力とした畳み込みニューラルネットワークの構成法を検
討した。さらに、ニューラルネットワークの演算負荷低減のた
め、パラメータ数の少ない複数種類のニューラルネットワーク
を、画面内予測モードの頻出度に応じて多段階に切り替えなが
ら適用した。これにより、符号化効率の低下を抑制しつつ、演算
量の低減を確認した。以上の研究は明治大学と共同で実施した。
　超解像技術とぼやけ技術を用いた画面間予測技術を開発した
（図2-14）。従来の動画像符号化方式では、過去と現在の局部復
号画像間で画面間予測を行う。そのため、カメラを振ったとき
（カメラパン）などの映像では、カメラセンサーの電荷蓄積効果
の影響により、静止時には解像度は高く、大きな動きを伴う際
に解像度が低下する。このような画面間の解像度変動は、画面
間予測における参照信号と符号化対象信号の解像度の違いとな
って予測効率の低下を引き起こす。この現象に着目し、ウェー
ブレット多重解像度成分間のレジストレーション超解像処理と
ウェーブレット分解を用いたぼやけ処理を適用した。画面間予
測における従来の予測参照信号に加え、超解像処理とぼやけ処
理を施した画像信号を予測参照候補に用いることで、カメラパ
ンや画面内オブジェクトの局所的な動きなどを含む動画像にお
いて、高い符号化画質が得られることを示した（8）。
　HLG（Hybrid Log-Gamma）方式によるHDR画像符号化に適
した客観評価指標の検討を進めた。これまでHDR画像用の客観
評価指標は、PQ（Perceptual Quantizer）方式に代表される視
覚システムを考慮したガンマカーブを適用した符号化画像に対
して検討されてきた。これらとガンマカーブの性質が大きく異

図2-14　動画像符号化の処理ブロック図
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図2-13　試作したデコード装置の外観
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なるHLG方式について、符号化画像の主観評価実験の結果と、
様々な客観評価指標の計算値との相関等を調査した。その結
果、HLG方式のガンマカーブを用いた客観評価指標が最も優
れ、これまでの検討で優れていた客観指標であっても、HLG方
式の画像符号化には適さない場合があることを確認した（9）。こ
の研究は、ポンペウ・ファブラ大学と連携して進めた。

■ 符号化前処理装置の開発
　符号化劣化が現れやすい動画像が入力された場合の映像破綻
を抑制するために、符号化の前処理として雑音除去と帯域制限
を行う映像処理装置（10）のパラメータを自動制御する技術を開
発、実装し、映像処理装置の性能を改善した。この技術は、入
力動画像をウェーブレットパケット分解した最高周波数帯域成
分が、雑音や強いエッジ成分であることに着目して、そのレベ
ルから雑音除去量と帯域制限量を制御する。開発した装置を東
京・名古屋地区での地上テレビジョン放送の高度化技術の伝送
実験に用いて、映像破綻の抑制および総合的な放送品質向上を
実証した。この研究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。

〔参考文献〕
（1）  千田，雷，岩崎，杉藤，三好，上原，井口，神田:“8K120Hz HEVC

リアルタイムコーデック装置の開発，” 映情学年次大，22C-1
（2018）

（2）  三浦，千田，市ヶ谷，神田，瀧口，西田:“ HFR (High Frame Rate) 

放送における後方互換性の検討, ” 信学総大，D-11-1（2019）
（3）  岩村，根本，井口，市ヶ谷ほか:“ Description of SDR and HDR 

video coding technology proposal by NHK and Sharp，” 
JVET-J0027(2018)

（4）  岩村，根本，市ヶ谷: “CE6-related: Implicit transform selection 
for Multi directional LM，” JVET-M0480(2019)

（5）  岩村，根本，市ヶ谷: “CE6-related: Implicit transform selection 
for Multi-hypothesis inter-intra mode，” JVET-M0482(2019)

（6）  A. Segall, E. François, S. Iwamura, D. Rusanovskyy : “JVET 
common test conditions and evaluation procedures for HDR/
WCG video,” JVET-L1011(2018)

（7）  Y. Syed, A. Ichigaya, C. Seeger : “Baseband Signalling 
Specifications Carriage of Usage of Video Signal Coding 
Types,” JCTVC-AH0022(2019)

（8）  Y. Matsuo, A. Ichigaya, K. Kanda：“Super-Resolved and Blurred 
Decoded Pictures for Improving Coding Efficiency in Inter-
Frame Prediction,” Proceedings of IEEE ICFSP, pp.120-124 
(2018)

（9）  Y. Sugito and M. Bertalmío, “Performance Evaluation of 
Objective Quality Metrics on HLG-Based Image Coding,”2018 
IEEE Global Conference on Signal and Information Processing 
(GlobalSIP), Anaheim, US, pp.96-100 (2018).

（10）  Y. Matsuo, K. Iguchi, K. Kanda：“Pre-Processing Equipment 
of 8K Video Codec with Low-Pass Filter ing and Noise 
Reduction Functions，”Proceedings of IEEE ISSPIT, Smart 
and Sustainable Communities (2018)

2.6　メディアトランスポート技術

　 新4K8K衛 星 放 送 に 採 用 さ れ たMMT（MPEG Media 
Transport）技術を基礎に、次世代地上テレビジョン放送に向け
た多重伝送方式、IPマルチキャスト配信の実証実験、および3
次元空間情報の伝送技術など、放送・通信といった伝送路を区
別しないサービスの実現と新たな視聴体験の創出を目指したコ
ンテンツ多重技術の研究開発を進めている。

■ 次世代地上テレビジョン放送の多重伝送方式
　次世代地上テレビジョン放送の実現に向け、2017年度まで
に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、SFN（Single Frequency Network）を実現するためのSTL
（Studio to Transmitter Link）区間のIP伝送方式を検討し、再多
重化装置を試作した。2018年度は再多重化装置を用いた検証
実験を行い、検討方式の有効性を確認した。実験は、名古屋地
区に開局した次世代地上放送の東山および鍋田実験試験局を使
用して実施した。再多重化装置（東山）と次世代地上放送の変調
装置（鍋田）を商用IP回線で接続し、次世代地上放送の送信信号
を伝送した。その結果、伝送信号に含まれる制御情報を用いた
同期制御を行うことでSFN構築が可能なことを確認できた。ま
た、再多重化装置の実用化に向けて信頼性・運用性を改善する
ために、複数の回線事業者のIP回線を併用することによりSTL
区間の信頼性を向上する回線冗長化装置、ならびに運用性を向
上する回線状態監視装置を開発した。
　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。

■ IPマルチキャスト配信の実証実験
　4K・8Kコンテンツ配信の普及促進を図るために、ケーブル
テレビ局などのクローズドネットワークでのIPによる再放送
や、放送と連携した関連コンテンツのIP配信に適用することを
目指して、MMTによるIPマルチキャスト配信技術の検証を行っ
た。検証実験は、福井県内のスタジアムから複数チャンネルの
ライブ映像を東京のIX（Internet Exchange）事業者にアップリ
ンクし、IX設備を介して全国9社のケーブルテレビ事業者へ同
時配信した。実験の結果、受信点で観測したパケットのジッタ
ー等の定量的な伝送品質に問題はなく、ケーブルテレビ事業者
が所有する既存のIX接続回線を使用して、4K・8Kコンテンツ
の全国規模の同時・多チャンネル配信ができることを確認した。

■ 3次元空間情報の伝送技術
　将来のダイバースビジョンを見据えた3次元空間情報伝送技
術の研究を開始した。3次元空間内のオブジェクトの動き情報
をテレビジョン放送の映像・音声と同じ時間軸でリアルタイム
に通信回線で伝送し、タブレット端末の画面を通したAR
（Augmented Reality、拡張現実）による同期視聴できるシステ
ム（1,2）を開発した。技研公開2018では、NHKのキャラクター

「どーもくん」とその仲間たちが空想世界のスタジアム内でレー
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スを繰り広げるコンテンツ「どーもくんのどたばたレース」を展
示した。この展示は、スタジアム全体のレースを表示するテレ
ビ映像と、ARによる自由視点のレースが表示された手元のタブ
レット端末が同期した映像を提供できる。視聴者一人ひとりが

カメラマンになった感覚で、手元のタブレット端末でテレビ画
面に映らない場所を見たり、好きなキャラクターを追いかけた
りするなど、放送とARによる新たな視聴体験ができる。本シス
テムは、7月の「オホーツク未来フェス」（北海道北見市）、10月
の「佐賀さいこうフェス」（佐賀県佐賀市）、11月の「瀬戸デジタ
ルまつり」（愛知県瀬戸市）など各地のイベントで展示した。

〔参考文献〕
（1）  Y. Kawamura and K. Otsuki: “3D Free-viewpoint Augmented 

Reality on a Second Display Synchronized with a Broadcast 
Program,”Proceedings of ICCIP(2018)

（2）  河村，大槻:“放送番組と同期するARコンテンツのストリーミング
型配信の試作,”映情学技報, vol.42, no.41, BCT2018-93, 2018, 
p.49-54 (2018)

2.7　衛星放送伝送技術

　BS放送や新4K8K衛星放送を提供する12GHz帯衛星放送の
性能向上に取り組むとともに、将来の新しい放送サービスのた
めの有力な伝送路である21GHz帯衛星放送などの次世代衛星
放送の研究を進めている。

■ 12GHz帯衛星放送の研究
　NHK技研が研究･開発した伝送方式であるISDB-S3を採用し
た新4K8K衛星放送が2018年12月1日に開始された。新4K8K
衛星放送の開始前に、2017年に打ち上げられた放送衛星
BSAT-4aによる16APSK（Amplitude Phase Shift Keying）の
伝送特性を評価した。評価の結果、所要C/N（Carrier to Noise 
Ratio）=12.2dBの良好な伝送特性が得られることを確認した。
　ISDB-S3の更なる活用に向けた、12GHz帯衛星放送の変調方
式の多値化による大容量化を目的とした、衛星送信出力の高出
力化を検討している。高出力化に際して、外国への電波干渉に
つながる衛星搭載アンテナのサイドローブを抑圧する必要があ
り、主反射鏡を超楕円形状として開口面積を広げた鏡面修整ア
ンテナを設計した。衛星構体への搭載性を考慮し、開口径2.5m
のオフセットグレゴリアン型により、サイドローブが約3dB低
減できることを確認した。また、所要C/Nが低い変調方式によ
る衛星放送の簡易受信を想定し、受信アンテナの設置の際に仰
角の調整が不要な12GHz帯衛星放送用小型平面受信アンテナ
を設計した。パッチアンテナを素子とし、各素子への給電に位
相差を持たせるアレー構成とすることで、約10cm四方の開口
で、仰角39度、最大利得16dBi、半値角22度が得られた。

■ 次世代衛星放送の研究
　BSAT-4aに搭載された21GHz帯中継器を利用して、
300MHz級広帯域信号の衛星伝送実験を実施した。広帯域信号
を、試作した変復調装置で折り返した「中間周波数（IF; Inter-
mediate Frequency）信号折り返し」、送信地球局設備で折り返
した「地球局折り返し」、BSAT-4aを経由した「衛星折り返し」の
それぞれの伝送系統について、変調方式（QPSK、8PSK）およ
びLDPC（Low Density Parity Check）符号化率をパラメータと
したC/N対BER特性を評価した（図2-16）。変調方式QPSKのと

きのIF折り返しに対する衛星折り返しの所要C/Nの劣化量は
1.0dB、8PSKでは1.8 ～ 2.2dBであり、本実験によりBSAT-
4aによる伝送可能な情報ビットレートと所要C/Nの関係を明
らかにした。また、世界で初めて21GHz帯放送衛星を利用した
4Kおよび8Kの多重伝送実験を実施した（図2-17）（1）。
　21GHz帯の降雨減衰特性評価のため、NHK技研屋上に設置
した開口径1.5mの21GHz帯受信用パラボラアンテナを用い
て、BSAT-4aから常時送信されている左旋円偏波のビーコン信
号の長期観測を2018年4月から開始した。また、地域による
21GHz帯降雨減衰特性を評価するため、NHK福岡放送局に
21GHz帯降雨減衰モニタ局を整備した。
　BSAT-4aを利用した21GHz帯広帯域伝送用の変調/復調器
について、IP信号を変調/復調器へ入出力するインターフェース
装置を試作した。本装置により21GHz帯広帯域伝送でMMT信
号などIP信号の衛星伝送が可能となった。
　21GHz帯アレー給電反射鏡アンテナを用いた空間合成によ

図2-15　どーもくんのどたばたレース

図2-16　21GHz帯衛星伝送時の所要C/N対 
情報ビットレート（試作変復調装置による特性）
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る衛星送信出力の高出力化を検討している。6素子のホーンアン

テナを回転対称に配置するシーケンシャルアレー構造の鏡面修
整二枚鏡アンテナを設計し、27dB以上の交差偏波識別度で国内
の主たる地域に約37dBiの利得が得られることを確認した。
　衛星伝送の更なる大容量化を目的として、集合分割法に基づ
く64APSK符号化変調を実装した送信/受信装置を試作し、白
色雑音下における性能を評価した。試作機は、34.5MHzの衛星
中継器帯域幅で最大158.6Mbpsの伝送ができ、計算機シミュ
レーションとの比較により、ハードウェアによる固定劣化が所
要C/Nで約1.0dBと良好な伝送特性であることを確認した。

〔参考文献〕
（1）  鈴木，筋誡，小泉，長坂，小島，岩崎，田中，中澤，山崎：“NHK

技研公開2018における21GHz帯広帯域衛星伝送実験の実施速
報，”信学技報， Vol.118, No.136, SAT2018-14, 2018, p.19-23

2.8　地上放送伝送技術

　地上波による4K・8K放送の実現に向け、地上放送高度化方
式の特性評価や改良、大規模野外実験とともに、現在検討して
いるFDM（Frequency Division Multiplexing）を用いた高度化
方式とは異なるTDM（Time Division Multiplexing）などの方式
の研究開発、第5世代移動通信システム（5G）の放送利用の調査
などの国際連携を進めた。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」
として、ソニー㈱、パナソニック㈱、東京理科大学、㈱NHKア
イテックとともに受託し、実施した。

■ 地上放送高度化方式の特性評価と 
　改良技術の検討 
　2018年度は2017年度に試作した地上放送高度化方式の変
復調装置を用いて、室内実験により特性を評価した。高度化方
式はLDPC（Low Density Parity Check）符号や不均一コンスタ
レーションの導入による高耐性化と、新たな信号構造による伝
送容量の増加により、現行の地上デジタル放送方式ISDB-Tと比
べて、同じ所要C/Nでは伝送容量を約10Mbps増加でき、同じ
伝送容量では所要C/Nを約7dB低減できることを明らかにし
た（1）（図2-18）。さらに、実際のSFN環境を模擬した室内実験の
結果、高度化方式はISDB-TよりSFNによる所要C/N劣化量を
2.7dB程度低減できることを確認した（2）。
　また、2017年度までに策定した地上放送高度化方式の改善
を進めた。2018年度は伝送制御信号であるTMCC（Trans-
mission and Multiplexing Configuration Control）信号の伝送
を高耐性化する手法を提案し、計算機シミュレーションによる
評価、およびハードウェア実装を行った。従来のTMCC信号伝
送には、キャリア変調方式を差動BPSK（Binary Phase Shift 
Keying）とし、時間方向に隣接した信号を差動基準信号として
いた。提案手法は、周波数方向に隣接した信号を差動基準信号
とすることで、伝送路の時間変動による特性劣化を軽減した。
併せて、時間インターリーブ効果を得るために、TMCC信号を
セグメント番号に基づいたシフト量だけ時間方向に巡回シフト
させた。これらの2つの要素技術を適用したことで、移動受信
環境における速度耐性の向上を確認した（3）（図2-19）。
　さらに、データ信号伝送の改善技術として提案した巡回シフ

ト周波数インターリーブの効果を室内実験により評価した。従
来方式では階層間のSP（Scattered Pilot）信号配置に応じて、2

図2-17　21GHz帯衛星伝送実験時の受信信号スペクトラム

図2-18　所要C/Nと伝送容量の関係
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種類の周波数インターリーブを使い分ける必要があったが、提
案手法により同等の受信特性を確保しつつ、1種類の周波数イ
ンターリーブに置き換えられることを確認した。

■ 地上放送高度化方式以外の検討
　欧州や米国の放送方式で用いられている、TDMやLDM
（Layered Division Multiplexing）による階層伝送の研究を進め
た。TDMについては、同期再生アルゴリズムや、FDMにはな
いプリアンブル信号の伝送方法を検討した。また、TDMとFDM
の性能を比較するために、FDMと同じサンプリング周波数、信
号帯域幅を有するTDMの変復調装置を試作した。LDMについ
ては、2017年度に試作した変復調装置を用いて、FDMの部分
受信階層にLDMを適用する場合の移動受信特性を室内実験で
評価し、その有効性を確認した（4）。また、LDMで伝送された複
数の階層からなる受信信号を一括して復調する際に、特性を改
善できるグレイ符号化の機能を有する変復調装置を試作した。
　また、一定の伝送容量を確保することに主眼を置いた場合に、
帯域幅を拡大し、変調多値数と誤り訂正の符号化率を下げるこ
とで、干渉耐性の向上を図る広帯域地上放送方式についても研
究を進めた。隣接する放送区域同士で異なる番組を放送するこ
とを想定し、干渉に対する耐性を計算機シミュレーションによ
り評価した。その結果、希望波と等しい電力の干渉波を受信し
た場合でも正常に受信できることがわかった。

■ 実験試験局整備と野外実験による 
　地上放送高度化方式評価
　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、2018年度は東京地区および名古屋地
区に大規模実験環境を構築した（表2-1、図2-20）。実験試験局
の電波が既存の他の無線局等に影響を与えないことを確認しな
がら、約1か月の期間で送信電力を段階的に所定の送信電力ま
で増力した。東山および鍋田実験試験局については2018年11
月に、芝実験試験局については2018年12月に免許状が交付さ
れた。免許状交付日以降、2017年度に開発した高度化方式の
変復調装置を用いて野外実験を実施した。
　東京地区では、芝実験試験局から送信した高度化方式の信号
を、受信アンテナ高10mで受信した。測定地点では電界強度や
ビット誤り率特性の他、開発した信号解析装置（5）で伝送路応答
を取得した。41地点で測定し、マルチパスによる所要受信電力
の劣化量、水平偏波と垂直偏波の受信電力比などを分析した。
　名古屋地区では親局（東山）と中継局（鍋田）を用いてSFN受
信実験を実施した。親局と中継局の電波到来角度差が異なる複
数の測定地点において、親局と中継局の受信電力比（D/U）や遅
延量を変化させながらSFN波による受信特性の劣化量を測定
し、室内実験結果と比較した。さらに、名古屋地区では移動受

信実験を実施した。東山実験試験局の放送エリア内を測定車に
て約350km走行し、電界強度の調査および受信特性の評価を行
った（6）。受信アンテナの本数を増やしたダイバーシティ受信の
評価では、受信アンテナを4本とすることで、走行速度が速い
場合に生じる劣化の影響が軽減されることを確認した。また、
1本の受信アンテナの場合に比べて、10dB以上のダイバーシテ
ィ利得が得られることを確認した（図2-21）。

■ 国際連携
　ITU-R WP6A（地上放送）会合では、地上デジタルテレビ放送
の高度化のためのネットワークプランニングと伝送方法のレポ
ートの作成を進めている。2018年度は、伝送容量を拡大する
偏波MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）、伝送耐性を強め
るLDPC符号、不均一コンスタレーションなどの情報の追加を
提案した。
　世界の放送事業者・標準化機関等が集まるFOBTV（Future of 
Broadcast Television）会合が、NAB Show 2018、IBC2018
の会場内で開催された。各会合に参加して次世代放送の最新動
向を調査した。また、韓国の研究機関ETRI（Electronics and 
Telecommunications Research Institute）が韓国・済州島で
実施した地上波による放送・通信連携実験を調査した。
　ARIBのDiBEG（Digital Broadcasting Experts Group）活動

表2-1　実験試験局の送信諸元

東京地区 名古屋地区
局名 芝 東山（親局） 鍋田（中継局）

送信場所 東京都港区 愛知県名古屋市 愛知県弥富市
送信

チャンネル UHF 28ch UHF 35ch

偏波 水平、垂直（偏波多重MIMO）
送信出力 各偏波1kW 各偏波1kW 各偏波10W

信号帯域幅 5.83MHz

図2-20　実験試験局の送信アンテナ、実験エリアの目安
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図2-21　ダイバーシティ受信の効果
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として、ブラジルの規格化組織であるSBTVD-Forumと次世代
地上放送に向けた意見交換を実施した。
　次世代地上放送に向けた検討の一環として、5Gの放送利用に
関する検討をEBUと連携して実施している。2018年度は、5G
の標準化を行う3GPP（3rd Generation Partnership Project）
会合に参加し、動向を調査した。

〔参考文献〕
（1）  山上，佐藤，蔀，井地口，宮坂，朝倉，白井，竹内，中村，岡野，

村山，土田：“地上放送高度化方式に対応した変復調装置の評価（1）
-AWGN環境での性能評価-，”映情学年次大，33D-1（2018）

（2）  井地口，佐藤，山上，宮坂，朝倉，白井，蔀，竹内，中村，岡野，

村山，土田：“地上放送高度化方式に対応した変復調装置の評価（2）
-SFN環境での性能評価-，”映情学年次大，33D-2（2018）

（3）  宮坂，佐藤，朝倉，蔀，竹内，中村，土田:“次世代地上放送の暫定
仕様における高耐性TMCC信号伝送の一検討，” 映情学技報，
Vol.42， No.36，pp.69-72（2018）

（4）  佐藤，井地口，山上，宮坂，朝倉，蔀，白井，竹内，中村，岡野，
村山，土田，中原:“FDMとLDMを組合せた階層伝送方式の移動受
信特性評価，” 映情学年次大，21C-2（2018）

（5）  井地口，朝倉，川島，佐藤，竹内，中村:“地上放送高度化方式に対
応した信号解析装置の開発，” 映情学技報， BCT2019-36（2019）

（6）  宮坂，竹内，中村，土田:“地上放送高度化方式における移動受信特
性の評価，” 信学総大，B-5-117（2019）

2.9　番組素材伝送技術

　4K・8Kによる緊急報道やスポーツ中継などのライブ放送に
おける番組制作での活用を目指して、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）や
ミリ波帯のワイヤレスカメラの研究開発を進めている。

■ 1.2/2.3GHz帯移動中継用4K・8K -FPU
　1.2/2.3GHz帯を使って4K・8K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標準化に寄与した（1）（2）。
　2018年度は、伝送特性の向上を目指して、適応送信制御
MIMOシステムの機能改善を実施した。障害物が多い都市部に
おいて長遅延マルチパス反射波の影響で伝送特性が劣化する課
題を克服するため、OFDM（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）信号のガードインターバル長を従来の6μsから
18μsまで拡大する伝送パラメータを設計した。また、さらな
る伝送容量の拡大を目指して、OFDM信号の1キャリアあたり
に割り当てる情報量を従来の16ビットから20ビットに拡大す
る実験装置を試作した（図2-22）。移動伝送時のように伝搬環境
が時間変動する場合でも、伝送誤りが発生しないように誤り訂
正符号の符号化率を適応的に制御するレートマッチング技術（3）

を用いることで、最大約180Mbpsの伝送容量を実現した。
　標準化活動として、2020年の実用化に向けて総務省の情報
通信審議会における1.2/2.3GHz帯FPU高度化に関する技術基
準の策定とARIBの標準規格案策定に寄与した。

■ ミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラ
　4K・8K番組制作における映像の伝送が可能な42GHz帯の電
波を用いるワイヤレスカメラの研究を進めた。
　伝送方式として、一般的に電力増幅器のひずみの影響を受け
にくく電力効率に優れたSC-FDE （Single-Carrier - Frequency 
Domain Equalization）方式の検討を進めている。2018年度は、
SC-FDE方式を適用した小型送信機（図2-23）を試作し（4）、無線
伝送実験を行った。試作した小型送信機は、送信周波数
42GHz、チャネル帯域幅125MHz、送信電力200mWであり、
変調方式32APSK、畳み込み符号による誤り訂正符号化率1/2
で185Mbpsの伝送容量を実現した。また、SC-FDE方式の伝
送特性の改善に関する検討を進め、復調時の伝送路推定に用い
るパイロット信号とデータ信号の最適な電力比を明らかにする
とともに（5）、周波数領域等化の性能を改善した（6）。

■ イーサネットRoF
　無線伝送されてきた映像・音声などの信号をイーサネットで
伝送するイーサネットRoF（Radio over Fiber）の研究を進め、
2018年度はミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラの受信基地局の
接続を簡単にするイーサネットIF伝送装置を開発した（図2-24）。
　ワイヤレスカメラが移動しても安定に受信するためには、複

図2-22　試作した移動中継用4K・8K-FPU制御部 図2-23　試作したミリ波帯4K・8Kワイヤレスカメラ小型送信機
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数の受信基地局で受信した信号を使って復調することが有効で
ある。従来のアナログ方式の光伝送装置では、各受信基地局ま
での光ファイバーの敷設や信号のレベル調整が必要であった。
イーサネットRoFでは、受信信号をデジタル化しLAN（Local 
Area Network）で伝送できるため、ケーブルをハブに接続する
だけで簡単に設置でき、信号のレベル調整も不要である。
　無線信号をデジタル化して伝送するためには、送信側と受信
側の装置のサンプリングクロックを正確に同期させる必要があ
る。本装置は、デジタル化した無線信号を送るパケットの送受信
タイミングを利用して、短時間に高精度でサンプリングクロッ
クの誤差を修正することができる。このため、送信側と受信側を
ケーブルで接続した後すぐに伝送を開始できる特長を持つ。
　イーサネットIF伝送装置の有効性を検証するため、3つの受

信基地局を用いたワイヤレスカメラシステムを距離約100mの
周回型の地下駐車場に構築した実験を行った。その結果、ワイ
ヤレスカメラが地下駐車場を周回移動しても途切れることなく
正常にカメラ映像を伝送できることを確認した。
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2.10　有線伝送技術

　4K・8K番組をケーブルテレビで家庭に伝送するためのFTTH
（Fiber to the Home）デジタルベースバンド伝送方式の研究を
進めた。本方式は、2K・4K・8Kなどの多チャンネルのストリ
ームをIPパケット化して時分割多重し、光信号で伝送を行う。
10Gbpsの大容量伝送により、100チャンネル程度の4K・8K番
組を伝送することができる。
　2018年度は、同軸ケーブルのみが敷設されている光化され
ていないマンションを想定した棟内伝送方式の検討を進め
た（1）。棟内の同軸ケーブルは伝送できる帯域に制限があるた
め、ベースバンド信号をそのまま伝送できない。そこで、視聴
者からの番組視聴リクエストに応じてIPパケットを選択して
RF（Radio Frequency）信号に変換する方法を考案した。建物
内では、視聴されている信号のみ伝送することで、既設の同軸
ケーブルでも多チャンネルの4K・8K番組の各世帯へ伝送でき
る。IPパケットをRF信号で伝送する方法として、ケーブルテレ
ビのインターネット通信で使用されているDOCSIS（Data 
Over Cable Service Interface Specifications）規格を利用で
きる。既存のDOCSIS規格では、どのRF信号でどの番組を伝送
するかについて詳細に制御することは難しいため、伝送帯域を
有効に活用することができない。そこで、番組のIPパケットに
DOCSIS用のIPアドレスを付加し、視聴者の番組要求に応じて
IPアドレスを変更することで、DOCSIS送信機での伝送を制御
し、効率的な配信を可能とした。また、番組の棟内伝送おいて
映像品質を維持するためには、DOCSIS規格で規定しているビ

ット誤り率は大きすぎるため、あわせてパケット損失対策を検
討した。これらの機能を持つ棟内伝送装置を試作し、新規に考
案した方式の有効性を実証した。
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図2-24　イーサネットIF伝送装置

図2-25　DOCSISを活用した棟内伝送装置
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