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あなたの声と受信料で　公共放送NHK 1技研だより　第114号　2014/9

　NHKは、世界サッカー連盟（FIFA） と共同で、現地時間の6月12日から7月13日までブラジルで開催された
「2014 FIFA ワールドカップ」の試合の模様を8Kスーパーハイビジョン（8K）で制作し、ブラジル国内3会
場と日本国内4会場でパブリックビューイング（PV）を実施しました。1次リーグの「日本×コートジボワール」、
「日本×ギリシャ」をはじめ、決勝の「ドイツ×アルゼンチン」までの9試合をライブ上映し、競技場で応援し
ているかのような、ライブならではの一体感を味わっていただきました。

　ブラジル各地のスタジアムで制作した
8Kコンテンツを、約18,000km離れた
日本まで国際共用IP網を利用してリアル
タイムに伝送するには、圧縮符号化技
術が必要です。今回、技研で開発した
MPEG-4 AVC/H.264方式の符号化装
置を使うことにより、8Kの映像と音響を
280Mbps（約85分の1）に圧縮し、ブ
ラジル国内の会場に加えて、日本国内の
会場に伝送することができました（図）。

　ブラジルでは、リオデジャネイロの
RNP* 講堂（写真）、FIFAオフィシャルホ
テル、IBC（国際放送センター）で上映
し、FIFAのブラッター会長をはじめ、世
界各国のスポーツ関係者など、1,500人
以上の方々に8Kの魅力を堪能していただ
き、賞賛の声をいただきました。

　日本国内では、東京、横浜、大阪、徳
島の4会場で、9,000人以上の来場者に
世界最高の超高精細映像と3次元音響でパブリックビュー
イングをお楽しみいただきました。「選手の筋肉の動き
や汗まで見えた」、「迫力のある音響で、スタジアムの歓
声に鳥肌が立った」などの声をいただき、大変好評でし
た。

　今後も、リオデジャネイロ五輪が開催される2016年の
8K試験放送の実現を目指し、着実に準備を進めていき
ます。

*　RNP （Rede Nacional de Ensino e Pesquisa）: ブラ
ジルの学術IPネットワーク機関

2014 FIFA ワールドカップ
熱戦の模様を 8Kスーパーハイビジョンでライブ上映
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RNP講堂でのパブリックビューイングの様子

図：ブラジルと日本の 8K伝送の概要
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軍師官兵衛「高松城水攻め」の映像化　技研の技術が活用されました

「ケーブル技術ショー」で8Kのケーブルテレビ伝送技術を紹介

Topics

Topics

　沼地に囲まれた難攻不落の高松城。官兵衛は、城
を取り囲むように堤防を築き、川の流れをせき止め
て水没させます。このような実在しない被写体を
CGで描画して実写映像に合成したり、撮影が困難
なシーンを映像化するのが、VFX（ビジュアルエフェ
クツ＝視覚効果）です。今回、ダイナミックに動く
カメラの位置や向きなどの姿勢情報を取得する技研
の技術が、大河ドラマ「軍師官兵衛」のVFXに活用
されました。
　これまで、CGの被写体があたかもその場にある
ようなVFXを実現するには、手作業による煩雑な作
業によって、撮影したカメラの姿勢情報を取得しな
ければなりませんでした。新たに開発した映像解析
技術では、被写体の特徴的な部位を精度よく追跡す
ることで、様々な撮影状況でも安定して、高精度に
カメラの位置や姿勢を推定することが可能です。軍
師官兵衛 第27回「高松城水攻め」では、全自動で
カメラの姿勢推定を行うことで、効率的なVFX制作
に貢献しました。

　7月29日、30日の2日間、東京国際フォーラムで
開催された「ケーブル技術ショー 2014」で、8K 
スーパーハイビジョン（8K）のケーブルテレビ伝送
技術を紹介しました。「ケーブル技術ショー」は、ケー
ブルテレビに関連する技術の総合展示会で、今回は、
8K・4Kなどのケーブルテレビの高度化に関する技
術や、災害対策に関する技術などが紹介され、2日
間で約9,500人の方が会場を訪れました。
　技研は、8Kをケーブルテレビで家庭に届けること
を目指して研究を進めています。8Kは、ハイビジョ
ンの16倍の画素数を持つ大容量のコンテンツである
ため、ケーブルテレビの１チャンネルで伝送するこ
とができません。そこで、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を開発し、

（一社）日本CATV技術協会（JCTEA）に伝送方式の提案をしています。
　ケーブル技術ショー 2014では、複数搬送波伝送方式による8K伝送のデモンストレーションを実施し、臨場感
あふれる8K映像を体感した来場者から8K実用化への期待の声が寄せられました。
　今後は、2016年の衛星放送による8K試験放送開始に向けて、ケーブルテレビでの8K再放送が実現できるよう、
標準化に取り組んでいきます。

加工前

カメラ姿勢情報取得技術を利用

高松城や足軽等を合成！

加工後

城を取り囲む足軽 沼地に囲まれた高松城

ケーブル技術ショーの様子



3

　放送局では、取材した映像・音声素材をファイル形式で収録し、サーバー上で管理するファイルベース化が急速に進
んでいます。放送局内の映像編集や番組送出ではファイルベースシステムの導入が始まっていますが、取材や中継の現
場から放送局に映像・音声素材を送る無線伝送装置であるFPUは、ファイル伝送に対応していません。このため、現場
で収録したファイルを映像信号に戻してから放送局へ伝送する必要があり、伝送時間を実再生時間よりも短縮すること
ができませんでした。
　ファイル形式の素材を高速かつ正確に伝送するには、取材・中継現場から放送局へ映像を送る上り回線だけでなく、
下り回線を用いて、TCP/IP*1のように伝送レートや再送要求の制御情報を送り返す必要があります。そこで、技研では
双方向通信機能を備えたFPUを開発しました。
　双方向FPUは、1つの回線で上りと下りを時間で分け合う時分割複信（TDD*2）方式を採用することにより、従来と
同じチャンネルを使用して双方向通信を実現しています（図）。この方式は、上り/下りの時間比率を変えることで、上
り/下り回線の伝送レート比率を自由に調節できます。ファイル伝送に必要となる下り回線の制御情報は少ないため、上
り回線の伝送レートを大きくし、偏波多重2×2MIMO*3技術と256QAM*4の多値変調方式という効率のよい伝送方式を
用いることにより、実再生時間の半分以下の伝送時間での高速な無線伝送が可能です。
　さらに、双方向FPUでは、複数の信号を多重するIPインターフェースを備えているため、映像ファイルに加えて、リア
ルタイムの映像を伝送することが可能です。試作した装置では、上り回線で収録済みの映像ファイルに加えて、取材中
のカメラの映像信号を同時に伝送しながら、下り回線でスタジオの送り返し映像の伝送を行うことが可能となりました。
　今後は、伝搬路の状況に応じて適切な伝送レートを選択できる技術を開発し、より信頼度の高い双方向FPUシステム
の実現に向けて研究を進めていきます。

*1 TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）: インターネットなどで用いられる共通した送信制御方式

*2 TDD（Time Division Duplex）: 短時間で上り／下りを切り替えることで、１つの通信路で双方向通信を行う方式

*3 偏波多重2×2 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）: 水平・垂直の両偏波で、複数の送受信アンテナによる空間多重を用い
る伝送技術

*4 QAM（Quadrature Amplitude Modulation）: 直交振幅変調

番組素材の高速なファイル伝送を実現する
双方向 FPU

伝送システム研究部　　鵜澤 史貴

技研だより　第114号　2014/9

図　双方向 FPUの概要
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　蓄積された映像を有効活用すべく、検索や加工を支援する様々な情報（メタデータ）を映像解析により自動生成する仕組
み「素材バンク」。最終回は、画像の特徴を利用した言葉（キーワード）を介さない映像検索技術を紹介します。
　放送局に蓄積されたアーカイブスなどの大量の映像に対し、キーワード検索では「イメージ」した映像が見つからないケー
スもあります。そこで、キーワードを介さない検索技術として、画像の「見た目」（色や模様の度合い、レイアウト）の類
似性による映像検索技術を開発しました。

画像の「見た目」の類似性によるカット *1 検索
　一般的な類似画像の検索では、画像を格子状のブロック領域に分割し、対応するブロック同士の画像特徴ベクトル *2 を
用いて類似度を比較するため、「レイアウトがきっちり同じ画像」しか検索できません。そこで、画像をただ分割するので
はなく、被写体らしき領域上にブロックを設置することで、レイアウトがやや異なる画像でも検索可能な技術を開発しまし
た（図 1）。この検索技術を用いることで、ユーザーが提示した画像を検索キーとして、検索対象と被写体の位置が違う場
合でも、類似したカットの検索が可能となります。

複数カットからなるシーン *3 単位での検索
　時間的に短いカット単位での検索に加えて、もっと長い映像を扱うため、複数カットで構成される「シーン」を単位とし
て映像を検索する技術を開発しました（図 2）。シーン中の全てのカット画像を複数の大きさのブロックに分割し、ブロッ
ク画像の種類ごとに分けて、それぞれの出現比率を数値化した「ブロック画像種ヒストグラム」を利用して検索を行います。
ブロック画像は、映像内容との相関が強いため、大まかな映像内容の類似したシーンの検索が可能です。

　今後、各要素技術の強化とともに、NHK の関連部局と連携して、映像検索システムの実用に向けた取り組みを進めてい
きます。

*1　カット：映像をカメラの切り替わりで区切った単位

*2　画像特徴ベクトル：色や模様の度合いを数値化したデータ

*3　シーン：複数の連続したカットをまとめた単位

第5回　言葉を介さない映像検索技術
ハイブリッド放送システム研究部   望月 貴裕

連載　素材映像マネージメントシステム  素材バンク（全 5 回）
この連載では、映像制作に便利な素材検索と柔軟な映像の加工・合成を容易にする「素材バンク」について、これらを支
える要素技術とともに紹介します。

図 1：画像を検索キーとした類似画像検索 図 2：ブロック画像種ヒストグラムの概要
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