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研究期間 平成 26 年度～平成 29 年度 
 

概要 

我々は、超高精細映像による放送サービスであるスーパーハイビジョン放送においてロードレースなどの移動中継を

可能とする FPU（Field Pick-up Unit）の研究を進めている。変動する伝搬路の状態に適応的に送信パラメータを制御す

る適応送信制御 4×4 TDD-SVD-MIMO 技術による FPU の大容量化に取り組むとともに、周波数センシング技術や可変

レート映像符号化技術に取り組んだ。本稿では、我々が本プロジェクトで取り組んだ、4K・8K 映像の移動中継を実現す

る無線伝送システムの概要ならびにシステムを構成する技術について報告する。 
 

Abstract 
We are conducting research on a next generation mobile Field Pick-up Unit (FPU) system that enables wirelessly 

relaying ultra-high-definition video materials such as road race broadcasting programs. We were working on 
increasing the capacity by 4×4 TDD-SVD-MIMO technology that adaptively controls transmit parameters depending 
on channel conditions. We were also researching on frequency sensing technology and variable rate video coding 
technology. In this paper, we report on the outline of the proposed wireless transmission system and the technologies 
which build up the system toward realization of mobile relay of 4K/8K program materials. 
 
１．まえがき 

次世代の超高精細映像による放送サービスであるスー

パーハイビジョン（Super Hi-Vison, SHV）について、2014
年に 4K 試験放送が開始され、2016 年には衛星で 8K の

試験放送が開始されている。2018 年には 4K ならびに 8K 
の本放送が開始される予定であり、2020 年の東京オリン

ピック・パラリンピックで多くの中継番組が 4K・8K で放

送されることが期待されている[1]。4K・8K の番組制作設

備の開発・整備が進められており、無線伝送においても

4K・8K に対応する FPU（Field Pick-up Unit）の開発が

進められている[2]。 

また、マラソンや駅伝などのロードレース中継で使用さ

れる移動中継用の FPU は、従来の 700MHz 帯から

1.2/2.3GHz 帯に周波数移行し[3][4]、2 送信 2 受信の

MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）技術が導入さ

れ、実際にロードレース中継番組などで運用が開始されて

いる[5]。 
我々は 4K・8K 放送においても現在のハイビジョン放

送と同様にマラソンや駅伝などの移動中継を可能とする

移動中継用 FPU の研究を進めている。本稿では、平成 26
年度から平成 29 年度に「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」において実
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施した 4K・8K を移動中継可能とする無線伝送システム

の研究開発について、研究開発の実施内容とその成果につ

いて報告する。 
 

２．研究内容及び成果 

２.１ 4K・8K移動中継用 FPU の伝送技術 

我々が研究を進めている 4K・8K 移動中継用 FPU シス

テムのイメージを図  1 に示す。 4K・ 8K 映像を

H.265/HEVC（High Efficiency Video Coding）方式で圧

縮符号化し、中継車などの移動局から、現行の移動中継用

FPU と同じ 1.2/2.3GHz 帯、18MHz 帯域幅で基地局に伝

送する。このシステムを実現するために、本研究開発にお

いて下記の技術に取り組んだ。 

 課題ア 伝送容量可変化技術の開発 
○ 現行 FPU と同じ 18MHz 帯域幅で 4K・8K 映像の移

動伝送を実現する大容量無線伝送方式の開発。 
○ 提案方式の評価とシステム設計を行うための、

1.2/2.3GHz 帯電波伝搬特性の測定と解析。 

 課題イ チャネル選定最適化技術の開発 
周波数共用が前提である 1.2/2.3GHz 帯において、干

渉となる信号を検知し、干渉を回避する技術。 

 課題ウ 超高圧縮伝送技術の開発 
適応送信制御で伝送容量が可変となる伝送方式に対応

する可変レート映像符号化技術の開発。 
 

本章では以下の節で各要素技術について述べる。 
 
 

 
図 1 全体システム構成 

 

２.２ 課題ア 伝送容量可変化技術の開発 

２.２.１ 適応送信制御 4×4 TDD-SVD-MIMO 技術 

現行 FPU と同じ 18MHz 帯域幅で 4K・8K の大容量伝

送を実現するために、4 送信 4 受信（4×4）MIMO 技術

を導入するとともに、FPU を双方向化し、伝搬環境に応

じて送信パラメータを適応的に制御する SVD（Singular 
Value Decomposition）-MIMO 技術を用いた伝送方式を

提案している[6]-[10]。単方向通信で伝送レートが一定で

ある現行 FPU では、伝搬路の状況が悪化したときでも伝

送を継続できるように、変調多値数や誤り訂正符号化率の

低い送信パラメータを選択することで伝送マージンを確

保している。一方、提案システムは、伝搬路の状況に応じ

て送信パラメータを適応制御することで、伝送マージンを

極力抑えて効率的に大容量伝送をおこなう。 
提案する適応送信制御 4×4 TDD（Time Division 

Duplex）-SVD-MIMO システムの概要を図 2 に示す。基

地局で受信信号を元に伝搬路の状況を推定し、推定結果よ

り 4 対向の MIMO ストリームに割り当てるビット数（変

調多値数）と送信電力、4 送信 4 受信アンテナの指向性を

決定する。 
誤り訂正符号においても、図 3 に示すように、良好な

伝搬環境では符号化率を上げて高い伝送レートを確保し、

厳しい伝搬環境では符号化率を下げて誤り耐性を高める

レートマッチング技術により伝搬路に応じた適応制御を

行う[8]。 

これらの送信パラメータは、基地局側での受信信号を元

に送信パラメータの決定を行い、時分割復信（TDD）で基

地局から移動局へフィードバックする[9]。 
適応送信制御 4×4 TDD-SVD-MIMO システムについ

て、図 4 の装置を試作して提案方式を評価した。[10]。 
 

 
図 2 適応送信制御 4×4 TDD-SVD-MIMO の概要 

 

 
 図 3 レートマッチング技術の概要 

 
 

 
図 4 適応送信制御 4×4 TDD-SVD-MIMO 実験装置 

 

２.２.２ 電波伝搬特性の把握 

市街地や郊外部にロードレースを想定した測定コース

を設定して電波伝搬試験を実施した[11][12]。測定コース

の一例を図 5 に示す。測定コース上を走行する移動局か

ら 1.2/2.3GHz 帯の試験信号を発射し、ビルの屋上に設け

た固定基地局で受信した。受信した電波を中間周波数に変

換し波形記録装置に収録した。試験信号に現行

1.2/2.3GHz 帯 FPU[4]を使用し、1.2GHz 帯ならびに

2.3GHz 帯において SISO（Sigle-Input- Single-Output）
の 1 送信 1 受信と 1 送信 2 受信、2×2 MIMO の 2 送信 2
受信での測定を行った。さらに図 4 の実験装置を用いて、

2.3GHz 帯で 4×4 MIMO の 4 送信 4 受信の測定を行っ

た。 

  

移動局

送信ビーム 受信ビームストリーム1

ストリーム2

ストリーム3

ストリーム4

伝搬路の状況に応じて
最適なストリーム数・変調方式を選択

チャネルを4つの独立したストリームに分解

基地局
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測定したデータからコース上各地点での遅延プロファ

イルを求め、マルチパス反射波のパス数や各反射波の遅延

時間・レベルを算出するとともに、アンテナ間の空間相関

などの伝搬パラメータの解析を行った[13]。さらに、提案

する伝送方式を評価するための FPU の電波伝搬特性のモ

デル化の検討を進めた。 
 

 
図 5 電波伝搬特性の測定コース[14] 

 
 

２.３ 課題イ チャネル選定最適化技術の開発 

周波数共用する他の無線システムを検出し、空きチャネ

ルを探す周波数センシング技術については、TDD におけ

る送受切り替えガードタイム期間に干渉の有無を判定す

る方式[15]や、送信信号の先頭に配置されるプリアンブル

を用いて判定する方式[16]などを検討しており、図 6 に示

す実験装置を試作して評価を進めた。本装置は、適応送信

制御 4×4 TDD- SVD-MIMO 実験装置と接続し、干渉検

出と空きチャネルへの送信周波数遷移を制御することが

できる。 
また、干渉波が存在する場合の伝送特性の改善手法とし

て、検出した干渉波に応じて誤り訂正復号器へ入力する尤

度に重み付けを行う干渉耐性改善技術の検討も行ってお

り、計算機シミュレーションより誤り率特性が改善される

ことを確認した[17]。 
 

 
図 6 チャネル選定技術評価用実験装置 

 

２.４ 課題ウ 超高圧縮伝送技術の開発 

 提案している移動中継用 FPU は、伝搬環境に応じて

伝送ビットレートも変動する伝送方式である。これに対

応するために、映像符号化においても、符号化ビットレ

ートを変動させる可変レート映像符号化技術に取り組ん

だ。 
可変レートに対応するために HEVC 符号化のパラメー

タ制御手法を検討し、圧縮ビットレートが変化したときの

復号映像への影響を計算機シミュレーションで評価した。

また、符号化装置のバッファメモリの蓄積データ量を評価

し、FPU 装置での伝送容量の瞬時変動を吸収するレート

平均化処理手法を検討した。 
提案手法の有効性について、図 7 に示す実験装置を試

作し、提案手法の評価ならびに、適応送信制御 4×4 TDD-
SVD-MIMO 実験装置と接続して可変レート動作の評価

を行った。 
 

 
図 7 可変レート映像符号化装置 

 

２.５ 野外伝送実験 

前節までの要素技術を統合した実験システムを構築し、

野外伝送実験にて評価を行った。野外伝送実験は、図 8 に

示す実験コースをはじめとして複数のコースで実施した。

図 9 (a)に移動局として使用した実験車を示す。地上高

30m の地点に図 9(b)に示すアンテナと基地局の各機器を

設置した。本システムを用いて、適応送信制御 4×4 TDD- 
SVD-MIMO 技術の伝送特性、周波数センシング技術の性

能評価を行った。さらに、実験車に 8K カメラと可変レー

ト映像符号化装置を設置して映像伝送の実験を行った。図 
8 の実験コースを走行する実験車から伝送した 8K の受信

映像を図 10 に示す。本実験の結果、野外の伝搬環境にお

いて最大 145Mbps で 8K 圧縮映像の移動伝送が可能であ

ることを確認した。 
 

 
図 8 野外伝送実験の実験コース 
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(a) 移動局（実験車） 

 

  
(b) 基地局アンテナ 

図 9 野外伝送実験の移動局と基地局 
 
 

 
図 10 野外伝送実験の 8K 受信映像 

 
 

３．今後の研究成果の展開 

委託研究終了後は、引き続き伝送容量の拡大などに取り

組むとともに、実用化に向けた制度改正や標準規格化に取

り組み、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの

4K・8K 放送での実用化に取り組んで行きたい。 
 

４．むすび 

「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」を平成 26 年度から平成 29 年

度の 4 年間実施し、4K・8K 放送においてマラソンや駅伝

などのスポーツ中継を可能とする移動体無線伝送システ

ムの実現に取り組んだ。開発したシステムの概要と双方向

伝送による適応送信制御を導入した大容量伝送技術，干渉

となる信号を検知し回避する周波数センシング技術、可変

レートに対応する映像符号化技術を報告した。野外伝送実

験によって 8K 映像の移動伝送を実証した。 
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