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概要 

4K や 8K といった超高精細度放送等のサービスが可能となる地上テレビジョン放送の高度化技術の研究開発が求めら

れている。方式開発に向けた要素技術として、地上放送高度化技術、移動体向けサービス高度化技術、大規模局向け送信

技術、地上テレビジョン放送の高度化方式に対応した SFN 方式による中継技術などを確立した。これらの各要素技術に

ついて実環境での伝送実験を実施し、その有効性を確認した。 
 

Abstract 
To enable terrestrial transmission of ultra-high definition TV services such as 4K or 8K, research into advanced 

broadcasting technology is needed. Fundamental technologies towards a new terrestrial TV broadcasting system 
have been developed, including advanced technologies for fixed and mobile services, large-scale broadcasting 
transmission technologies and relay technologies in an SFN environment. The feasibility of these technologies was 
confirmed in a realistic transmission experiment. 
 
１．まえがき 
超高精細度テレビジョン放送やスマートテレビ等の機

能を活用した新たな放送サービスに対する視聴者のニー

ズは、2020 年に東京五輪が開催されることをきっかけに

益々高まっている。2015 年の 4K・8K ロードマップに関

                                                           
1 現在、神奈川大学 
2 現在、株式会社 NHK テクノロジーズ 

するフォローアップ会合 第二次中間報告においては、「都

市部における地上波によるパブリックビューイング向け

などの伝送実験等を検討する」と記されている。また、本

研究開発の基本計画書には、実用化への取組として「研究

開発期間終了後も「本研究で確立した技術の普及啓発活動」
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及び平成 35 年度（2023 年度）までの実用化・製品展開等

を実現するために必要な取組を図ること」と記されている。 
 このような状況を踏まえ、超高精細度テレビジョン放送

等のサービスが可能となる地上テレビジョン放送の高度

化技術の研究開発を、さらに加速させる必要がある。本研

究開発では、日本の現行地上テレビジョン放送の特長でも

ある、災害時にも強い移動体向けサービスと HDTV (High 
Definition Television) 等の固定受信向けサービスとの柔

軟な構成を継承しながら、超高精細度テレビジョン放送等

のサービスが可能となる地上テレビジョン放送の高度化

技術を確立する。また、伝送容量拡大技術や高効率の映像

符号化技術を利用して、周波数の有効利用の一層の向上に

資する要素技術を確立する。 

 

２．研究内容及び成果 
本研究開発では、現行の高精細度テレビジョン放送と比

較して、極めて大容量となる超高精細度映像の伝送を地上

波により実現するため、現行の ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting-Terrestrial) 方式の特長

を継承しつつ新たな技術を導入することにより伝送効率

を高めた地上放送高度化技術およびこれに対応した多重

化技術を確立する。さらに、帯域幅が限られている地上放

送において、超高精細度映像を伝送するため、超高精細度

映像に雑音除去・帯域制限を施し、全体として放送画質の

向上を図る映像符号化技術を確立する。 
また、地上放送高度化技術の特徴である部分受信機能の

さらなる高度化技術および移動受信における伝送路推定

精度の向上およびキャリア間干渉除去により受信特性の

改善を図る移動特性改善技術を確立する。 
さらに、地上放送高度化方式の信号を実験試験局から送

信するための条件を求めるとともに、既存の地上テレビジ

ョン放送の市販受信機へ与える影響を調査する等により

大規模局向け送信技術を確立する。 
これに加えて、演奏所から中継局までの信号配信に IP 

回線を利用する地上放送高度化方式に対応した SFN 
(Single Frequency Network) 方式による中継技術を確立

する。 
以上の技術開発を行うことで、地上放送高度化技術の確

立を早期に実現する。 
2.1 節では、地上放送高度化技術を、2.2 節では、移動

体向けサービス高度化技術を、2.3 節では、大規模局向け

送信技術を、2.4 節では、地上テレビジョン放送の高度化

方式に対応した SFN 方式による中継技術について述べる。 
 

２．１ 課題ア：地上放送高度化技術の開発 

２．１．１ 伝送容量拡大技術の開発 

基本変調技術 

伝送容量拡大を目的として、基本変調技術を検討した。 
基本変調技術のうち BICM (Bit-Interleaved and Coded 
Modulation) のブロック図を図 1 に示す。図 1 の BICM
の各ブロックのうち、LDPC (Low Density Parity Check) 
符号、ビットインタリーブ、およびマッパーの信号点配置

(コンスタレーション) については本研究開発にて新規に

設計した。 
LDPC 符号については、符号長は 69120 ビット(Middle

符号) および 17280 ビット(Short 符号) の 2 通り、符号

化率は 2/16 から 14/16 までの 13 通りとして、計 26 通り

の符号を設計した。コンスタレーションは QPSK および

変調点数 16、64、256、1024、4096 のものを設計した。

変調点数 16 以上のコンスタレーションについては従来の 

LDPC
符号化

マッパー

ビット

インタ

リーブ

BCH
符号化

BICM

図 1 BICM のブロック図 

 
図 2 基本変調技術によるキャパシティカーブ 

 
均一コンスタレーション (UC; Uniform Constellation)に
加えて不均一コンスタレーション (NUC; Non-Uniform 
Constellation) を LDPC 符号化率ごとに設計し、2 種類

のコンスタレーションで性能を比較検討した。その結果、

不均一コンスタレーションによって、同一の LDPC 符号

と変調点数の組み合わせにおいて最大で 1.9 dB の所要

CN 比の改善を確認した。ビットインタリーブは、LDPC
符号と変調方式の組ごとに所要 CN 比が最適なものを探

索した。 
Middle LDPC 符号と不均一コンスタレーションの組み

合わせで計算機シミュレーションを実行し、作成したキャ

パシティカーブを図 2 に示す。図 2 の通り、本研究開発に

て設計した基本変調技術はシャノン限界に非常に近い特

性を示し、新 4K8K 衛星放送 (ISDB-S3)より高い伝送効 
率を実現可能にしている。さらに ATSC 3.0 と比較して同

等以上の特性であることも確認した。 
OFDM 変調技術 
地上放送高度化方式のセグメント構造を図 3 に、伝送

パラメータを表 1 に示す。地上放送高度化方式では、

OFDM セグメントの分割数を ISDB-T 方式の 14 から 36
へ増やし、このうち 35 セグメントを信号伝送に用いて

いる。セグメント分割数を増やすことで固定受信と移動

受信の帯域割り当ての柔軟性が向上する他、6 MHz の

13/14 を用いる ISDB-T 方式に比べて、35/36 を利用する

地上放送高度化方式は、ガードバンドの削減により、伝

送容量を約 5 %増加できる。また全 35 セグメントのうち

中央 9 セグメントを、部分受信を行う帯域（以下、部分 
 

図 3 地上放送高度化方式のセグメント構造 
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表 1 地上放送高度化方式の伝送パラメータ 
チャンネル幅 6 MHz 
FFT サイズ (NFFT) 8192，16384，32768 
セグメント分割数 36 
セグメント数 35 
信号帯域幅 5.83 MHz 
階層数 最大 3 階層 
部分受信帯域セグメント数 1～9 
FFT サンプル周波数 6.321（=512/81）MHz 

ガードインターバル比 
1/4， 1/8， 1/16， 1/32， 
1/64， 1/256， 800/NFFT 

キャリア変調方式 

QPSK，16QAM， 
64QAM，256QAM，  

1024QAM，4096QAM 
(16QAM以上はNUCあり) 

誤り訂正符号（内符号） LDPC 符号 
誤り訂正符号（外符号） BCH 符号 

伝送システム SISO， 2×1 MISO， 
2×2 MIMO 

 
受信帯域）としている。ISDB-T のワンセグ（0.43 MHz）
と比べると、部分受信帯域幅は 3.5 倍（1.50 MHz）に拡

大している。FFTサイズについても、ISDB-T方式は 8,192
ポイントで運用されているが、地上放送高度化方式では、

最大でその 4 倍となる 32,768 ポイントまで利用可能とし

た。また、FFT サンプルクロックについても、ISDB-T 方

式の 7/9 倍に低減している。FFT サイズの拡大や FFT サ

ンプルクロックの低減により、OFDM の有効シンボル長

を長くすることで、伝送シンボル全体の時間長に占めるガ

ードインターバルの比率は小さくなり、伝送容量を拡大す

ることができる。 
次に、地上放送高度化方式の伝送路符号化部の基本構成

を図 4 に示す。ISDB-T では、1 系の信号のみを用いる

SISO (Single-Input Single-Output) 伝送であったが、地

上放送高度化方式では、SISO 伝送の他、1 系と 2 系の信

号を用いた MISO (Multiple-Input Single-Output) 伝送、

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 伝送を導入し

ており、水平・垂直の両偏波を用いて送信することもでき

る。MIMO 伝送は、SISO 伝送に比べて伝送容量を 2 倍に

増やすことができるが、直交偏波に対応した送信・受信ア

ンテナが必要になることなど、実現に向けての課題もある。 
変調技術に加えてダイバーシティ受信および空間分割

多重による MIMO 伝送に対応する仕様を変復調装置に実

装し、室内実験によって伝送特性を詳細に検証した。 
２．１．２ フレーム構造・階層伝送技術の開発 

前節の OFDM 変調技術におけるフレーム構造・階層伝

送技術を検討するにあたり、以下に示す通り 3 方式の比較

を行った。 
FDM (Frequency Division Multiplexing) 
複数階層を合成する場合に、周波数方向に分割して構成

する方式であり、ISDB-T 規格が採用している。移動受信

向け階層のみを受信する部分受信機は狭い帯域のみを受

信することにより消費電力低減が可能である。但し、周波

数選択性フェージングに比較的弱い。 
TDM (Time Division Multiplexing) 
複数階層を合成する場合に、時間方向に分割して構成す

る方式であり、DVB-T2 規格と ATSC3.0 規格が採用して

いる。新規時間区分の導入により拡張性が高く、また部分

受信機は時間的に間欠受信を行うことにより消費電力低

減が可能である。但し、伝送路の時間変動に比較的弱い。 
LDM (Layer Division Multiplexing) 
複数階層を合成する場合に、各階層に異なる電力を割り

当てて重畳する方式であり、ATSC3.0 規格が採用してい

る。理論的には FDM 及び TDM より周波数利用効率の高

い方式である。但し、低い電力を割り当てられた階層（固

定受信向け）を受信するためには、高い電力を割り当てら

れた階層（移動受信向け）を復号・再変調して受信信号か

らキャンセルする処理が新たに必要となり、また部分受信

機の消費電力低減効果はない。 
 以上の比較、および日本の地上波放送ネットワークには

66 %の中継局で放送波中継が用いられており、TDM のよ

うに FFT サイズが不連続となる信号に対しては十分な検

証を行う必要があること等を考慮して、室内及び野外実験

用の装置には FDM を実装することとした。なお周波数選

択性フェージングに比較的弱いという課題に対しては、部

分受信帯域幅を ISDB-T の 3.5 倍に広げ、かつ電力増幅を

可能とする仕様とした。 
 なお TDM の技術検討としては、FDM に適応するプリ

アンブルの構成や伝送制御情報の符号化変調方式の机上

及びシミュレーションによる検討を実施した。また LDM
の技術検討としては、周波数利用効率の解析、複数階層の

LDPC 復号回路共用化、及び受信処理簡易化を目指した

LDM 方式の机上及びシミュレーションによる検討を実施

した。 
２．１．３ 多重化技術の開発 

放送番組を構成する情報の多重・伝送方式として、新

4K8K 衛星放送で採用された MMT (MPEG Media 
Transport）を用いることを前提に、地上放送高度化方式

の FEC (Forward Error Correction) ブロック及び多重フ

レームに MMT/IP パケットを多重するための再多重化装

置を開発した。 
開発した再多重化装置は、固定受信向けの超高精細度放

送と移動受信向けの高精細度放送を同時に伝送する階層

伝送に対応させた。再多重化装置では、各階層の MMT/IP
パケットを TLV (Type Length Value) パケット化して

FEC ブロックに格納し、FEC ブロック中の最初の TLV パ

ケットの先頭バイトの位置を、FEC ブロックヘッダを除

いた FEC ブロック先頭からのバイト数で先頭 TLV 指示

フィールドとして示すことで、可変長パケットの分離・切

り出しを可能とした。多重フレームには、順次 FEC ブロ

ックを格納する。このようにして構成した多重フレームを

一定長に分割し、固定長かつ固定レートの XMI
（eXtensible Modulation Interface）パケットとして出力

する。多重フレームの先頭の XMI パケットでは、送信装

置からの送信パラメータや TMCC (Transmission and 
Multiplexing Configuration Control) 基本情報を含む同

期制御情報を送信する。同期制御情報を用いることで、多 

図 4 地上放送高度化方式の伝送路符号化部 
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図 5 8K 映像の 3 階ウェーブレットパケット分解結果 

 

 
図 6 開発装置 

 

  
    開発装置有        開発装置無 

図 7 画質破綻抑制効果 
 
重フレームの識別と送信装置からの多重フレームの送信

タイミングを制御することが可能である。 
 開発した再多重化装置を実験試験局に設置し、映像・音

声信号を含む XMI パケットの伝送実験を行い、放送シス

テムとしての検証を実施した。この検証を通して、同期制

御情報を含む TMCC 基本情報などのデータを多重した

XMI パケットを構成して出力し、その XMI パケットを入

力した変調装置が正しく動作することを確認した。 
２．１．４ 映像符号化技術の開発 

映像符号化技術の開発では、符号化が困難な映像が入力

された際の画質破綻を抑制するために、入力映像に応じて

雑音除去量と帯域制限量を制御することを特徴とする映

像符号化前処理技術を開発した。開発技術を装置に実装し

て、大規模野外実験などを通して性能評価を行った。以下

では、開発した映像符号化前処理技術の概要と、装置への

実装および性能評価について述べる。 

映像符号化前処理技術の開発 
映像符号化前処理技術は、符号化難易度を低減して画質

破綻を抑制するために、ウェーブレット縮退技術を用いて

入力映像の雑音除去と帯域制限を行う。雑音除去量と帯域

制限量は、入力映像に応じてピクチャ単位で制御する。そ

の制御では、入力映像をピクチャ単位でウェーブレットパ

ケット分解した際の斜め方向の最高周波数帯域内の成分

は、雑音成分と振幅が大きいテクスチャ成分などが支配的

であることに着目する。そして、当該帯域内の全成分の標

準偏差値と振幅が大きいほど符号化難易度が高いとして、

雑音除去量と帯域制限量が大きくなるように制御を行う。

図 5 に、8K 映像を 3 階ウェーブレットパケット分解する

様子を示す。さらに、振幅が非常に大きいテクスチャ成分

において視覚的に目立つぼやけを抑制するために、帯域制

限を行う周波数帯域内の振幅が非常に大きい成分につい

ては、帯域制限量が中程度となるように制御を行う。 
装置への実装および性能評価 

 開発した映像符号化前処理技術を装置に実装して、大規

模野外実験などを通して性能評価を行った。図 6 に開発し

た装置を、図 7 に開発装置を用いた雑音除去と帯域制限に 

 
図 8 Short・Middle LDPC 符号での 

時間インタリーブ (IL) の評価 
 
よって、石垣におけるブロック歪などの画質破綻が抑制さ

れている様子を示す。本装置を 8K HEVC ハードウェア

エンコーダの前段に用いることにより、8K 映像を 28 
Mbps や 56 Mbps で超高圧縮符号化した際に符号化難易

度が高い映像が入力された場合においても、雑音除去量や

帯域制限量を大きくすることで画質破綻を抑制して、トー

タル時間での放送サービス品質を向上させることができ

ることを確認した。 
 
２．２ 課題イ：移動体向けサービス高度化技術の開発 

２．２．１ 部分受信機能の高度化 

 部分受信機能の高度化として、以下の技術を検討・評価

した。 
高度化 FDM システムの性能評価 
高度化 FDM システムでは、部分受信帯域の特性につい

て評価を行った。TU6 (Typical Urban 6 paths) チャネル

モデルにおける基本的な特性のシミュレーション評価と

して、変調方式、符号化率、時間インタリーブ (IL) の深

さ、部分受信のセグメント数、複数のアンテナの影響等を

検討した。現行方式の部分受信と同等な静特性を持ち、高

速道路並みの速度で受信可能かつ 2.2 Mbps の伝送レー

トを実現できる 16QAM (不均一コンスタレーション)と符

号化率 7/16 のパラメータを用い、計算機シミュレーショ

ンを通して移動受信性能を評価した。時間インタリーブの

有効性および複数のアンテナ受信による受信可能な最大

ドップラー周波数 Fd と所要 CN 比の改善が確認できた。

また、部分受信のセグメント数に関わらず同等な移動受信

性能が得られた。 
図 8 に Short・Middle LDPC 符号での時間インタリー

ブの評価結果を示す。時間 IL I=1,2,3 では Short LDPC 
符号と Middle LDPC 符号とは同等であることを確認し

た。 
MIMO 伝送時の部分受信帯域の移動受信特性の評価 
部分受信帯域で MIMO 伝送が行なわれている場合の移

動受信特性について TU6 チャネルモデルにおける基本的

な特性のシミュレーション評価を行った。A 階層の受信

における交差偏波識別度に対する特性、伝送路推定の影

響などについて最大ドップラー周波数に対する BER (Bit 
Error Rate) および所要 CN 比を評価した。 

高度化システムへ LDM を併用する階層伝送方式の検討 
FDM をベースとする高度化方式の部分受信帯域におい

て LDM を併用することによって、固定受信ストリームの

伝送効率を向上させる階層伝送方式について検討を行な

った(図 9)。部分受信帯域で LDM によって固定受信スト

リームの付加情報を伝送することによって、暫定仕様の高 

斜め方向の 

最高周波数帯域 
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図 9 部分受信帯域で LDM を行なう階層伝送方式 

 
図 10 繰り返し復調型 MIMO-ICI キャンセラ 

 
度化方式に影響を与えることなく、LDM によって受信特

性向上が可能な方式を提案した。付加情報として LDPC
符号の拡張パリティを伝送し復号特性を向上する方法を

検討し、移動受信ストリームの受信特性の大きな劣化を抑

えて、固定受信ストリームの特性向上が可能であることを

示した。 
２．２．２ 移動特性改善技術の開発 

偏波 MIMO 移動受信における ICI キャンセラの検討 
偏波 MIMO 環境下において OFDM 変調された信号を

移動受信した場合、ドップラー偏移によりサブキャリア間

の直交性が崩れ受信特性が劣化してしまう。そこで、本研

究開発では移動受信環境下における偏波 MIMO-OFDM
信号のモデル化を行い、 MIMO-ICI (Inter Carrier 
Interference) キャンセラについて検討を行なった。 
偏波 MIMO 環境下において OFDM 信号を移動受信し

た場合、受信信号は以下のように表される。 
𝐘(𝑘) = 𝐇 (𝑘)𝐗(𝑘) + 𝐙(𝑘) 

ここで、𝐘(𝑘)は受信ベクトル、𝐇 (𝑘)はドップラー偏移を

含む伝送路行列、𝐗(𝑘)は送信ベクトル、𝐙(𝑘)は雑音を表す。 
MIMO-ICI キャンセラは、受信信号に逆伝送路行列を 

乗算することにより復調することが可能である。しかし、

MIMO-ICI キャンセラは演算量が膨大となるため演算量

の削減が必要となる。そこで、演算量を軽減しつつ偏波

MIMO-ICI キャンセラと同等な受信特性を得ることがで

きる繰り返し復調型 MIMO-ICI キャンセラを提案した。

繰り返し復調型 MIMO-ICI キャンセラのブロック図を図

10 に示す。 
繰り返し復調型 MIMO-ICI キャンセラにより、演算量

を削減しつつ、MIMO-ICI キャンセラと同等な受信特性

が得られることを明らかにした。また、MMSE (Minimum 
Mean Square Error) 基準における繰り返し復調型

MIMO-ICI キャンセラについても提案を行い、演算量を

軽減しつつ良好な受信特性が得られることを明らかにし

た。 
偏波 MIMO 伝送路の高精度推定方式の検討 
 偏波 MIMO 伝送を考慮した伝送路モデルに基づき、各

パスのパラメータの推定を行なう伝送路推定方式の提案

およびその性能向上の検討を行った。シミュレーションに

よって従来方式と比較を行ない、推定精度の向上が可能な

ことを確認した。 
 

２．３ 課題ウ：大規模局向け送信技術の研究開発 

２．３．１ 送信諸元検討用装置の開発 

地上放送高度化方式の帯域幅は、現行方式 ISDB-T の

5.57 MHz から 5.83 MHz に拡張している。帯域幅を拡張

した地上放送高度化方式の信号をUHF帯で送信するため

には、既存の地上テレビジョン放送波の受信へ干渉を与え

ないことが必須である。そこで、15 種類の地上テレビジ

ョン放送の受信機を用いた室内実験により、帯域幅を拡張

した信号が地上テレビジョン放送波の受信へ及ぼす干渉

の影響を調査した。 
調査においては、地上テレビジョン放送の信号を希望波、

地上放送高度化方式の信号を妨害波とし、妨害波のレベル

を変化させて受信機に入力する信号の DU 比（希望波の

チャンネルパワーと妨害波のチャンネルパワーの比）を調

整し、復号した映像の目視確認により受信可否を判断した。

希望波は MPEG-2 で約 18 Mbps に圧縮された CZP
（Circular Zone Plate）の動画像を MPEG-2 TS 収録再

生機で再生し、地上テレビジョン放送で運用している伝送

パラメータで変調波を生成したのち、所定の UHF チャン

ネルに周波数変換した信号とした。なお、周波数オフセッ

ト値は、現行の地上テレビジョン放送と同じ+1/7 MHz と

した。 
上隣接チャンネル干渉（妨害波が上側のチャンネルに配

置）および下隣接チャンネル干渉（妨害波が下側のチャン

ネルに配置）について、2 種類の帯域幅の妨害波を用いて、

受信が可能となる最小の DU 比を調査した。受信機の入

力信号の一例を図 11 に、結果を図 12 にそれぞれ示す。

図 12 (a) の上隣接チャンネル干渉の結果より、一部の受

信機においては帯域幅が 5.57 MHz の場合においても受

信が可能となる最小の DU比が混信保護比 (-29 dB) を満

足していない。また、受信機番号 1 は、現行帯域幅時と帯

域幅拡張時のいずれの場合においても、受信が可能となる

最小の DU 比が最悪値となっており、帯域幅拡張時は -25 
dB である。一方、図 12 (b) の下隣接チャンネル干渉の結

果より、下側隣接チャンネル干渉については、すべての受

信機において、混信保護比 (-26 dB) を満足しており、帯

域幅拡張時と現行帯域幅時の結果が同程度である。 
本調査で得られた受信可能となる最小の DU 比を干渉

の基準値として活用し、2.3.2 節および 2.4.1 節で述べる

実験試験局の送信諸元を設計した。 
 

 
(a) 妨害波 5.57 MHz   (b) 妨害波 5.83 MHz 

図 11 上隣接チャンネル干渉実験時の受信機入力の例 

 
 (a) 上隣接チャンネル干渉 (b) 下隣接チャンネル干渉 
図 12 地上テレビジョン放送の受信機への影響調査結果 
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表 2 東京地区の実験試験局の送信諸元 
局名 芝実験試験局 

送信場所 東京都港区（東京タワー） 
チャンネル 

（中心周波数） 
UHF 28ch 

(563.143 MHz) 
帯域幅 5.83 MHz 

偏波 
水平（SISO 伝送の場合） 

水平／垂直（MIMO 伝送の場合） 
送信出力 各偏波 最大 1kW 

アンテナ方向 3 面 
送信海抜高 280 m 

 

  
図 14 芝実験試験局の送信機 
 

 
図 15 芝実験試験局の送信設備の系統 

 

 
図 16 芝実験試験局の送信アンテナ 

 

２．３．２ 送信設備の開発 

さまざまな受信環境で地上放送高度化方式を評価する

ためには、広い範囲に実験試験局の電波が届くことが必要

であり、その送信諸元は、現行の地上テレビジョン放送の

親局と同規模とした。表 2 に実験試験局の送信諸元を、図

13 に実験エリアの目安をそれぞれ示す。整備した送信機

を図 14 に、送信設備の系統を図 15 にそれぞれ示す。特

徴の一つは、他の無線局への影響がないことを段階的に確

認するため、送信出力の減力機能（最大 30 dB）を有して

いることである。整備した送信アンテナを図 16 に示す。

アンテナ種別は多段型ダイポール偏波共用アンテナであ

り、2 段 3 面（真北から 45 度、135 度、225 度方向の 3
面）の構成である。 
平成 30 年 10 月 31 日から実験試験局の試験電波を発射

し、段階的に送信出力を増力した。平成 30 年 12 月 3 日

に無線局免許状を受領し、東京地区で野外実験を開始した。 
 
 

   
※ FFT サイズ 16k、セグメント数 31、GI 比 800/16384、 

 SP 挿入比率 8% 
図 17 測定地点と測定パラメータの一覧 

 
表 3 受信品質測定結果 

 

 
 

図 18 パラメータ②と③の所要受信電力の比較 

 
２．３．３ 大規模実験試験局による受信特性把握 

固定受信実験１ 

地上放送高度化方式の受信特性を評価するため、芝実験

試験局のエリア内の 26 地点で大規模野外実験を実施した。

各地点では、地上放送高度化方式の実験電波を受信して、 
伝搬路特性と受信特性を測定した。受信特性としては、所

要受信電力を測定した。所要受信電力は、外符号である

BCH 復号後に擬似エラーフリー（QEF; Quasi Error Free）
となるために必要な LDPC 復号後の BER である 1×10-7

を下回る最小の受信電力と定義した。可変減衰器を用いて

受信電力を調整し、LDPC 復号後の BER の変動を観測す

ることで、所要受信電力を測定した。ただし、SISO 伝送

では水平偏波の受信電力、MIMO 伝送では水平偏波と垂

直偏波の平均受信電力を基準とした。 
図 17 に実験試験局と測定地点の位置関係および受信特

性を測定した主な変調パラメータを示す。①は ISDB-T と

同じ変調・誤り訂正符号化率のパラメータ、②は ISDB-T
と所要 CN 比が同等なパラメータ、③は ISDB-T と所要

CN 比が同等な MIMO 伝送のパラメータである。送信信

号は ISDB-T と同様に移動受信用と固定受信用の階層を

設ける 2 階層構造とし、各地点では固定受信用階層の受信

品質を前述した 3 種類の変調パラメータについて測定し

た。表 3 に受信品質の測定結果を示す。測定を行った全て

の地点において全パラメータで QEF を達成した。所要受

信電力の最小値は室内実験で測定した所要受信電力と同

等であり、設計した伝送路符号化技術の性能が実際の電波

伝搬環境においても得られることを確認できた。また、所

要受信電力の中央値と最小値の差は、①、②が約 0.7 dB 
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図 13 東京地区実験エリア 
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図 19 MIMO と SISO の所要電界強度と 

ビットレートの関係 
 

図 20 第三京浜道路（高速道路）でのエラー発生率 
 
であったが、③は 1.1 dB と②より大きい結果であった。

図 18 にパラメータ②と③の所要受信電力の比較結果を示

す。 
固定受信実験 2 

固定受信は、伝送容量拡大技術として検討した伝送仕様

から、伝送容量の高いパラメータを選択し、MIMO と

SISO で固定受信特性を評価した。ISDB-T の B 階層と所

要 CN 比が最も近い変調パラメータを中心に、伝送容量と

所要 CN 比の高いパラメータを評価した。図 19 に各パラ

メータの所要電界強度に対するビットレートの関係を示

す。同じ電界強度で比較すると MIMO のビットレートは

常に SISO よりも高いことが確認された。 
移動受信実験 

移動体向けサービスの高度化技術の開発として検討し

たパラメータを用いて移動受信特性を評価した。変調パラ

メータは ISDB-T A 階層と AWGN 環境における所要 CN
比が近いキャリア変調と符号化率の組み合わせとして、

FFT サイズ、時間インタリーブとダイバーシティ受信の

効果を評価した。FFT サイズは ISDB-T では使われてい

ない 16k と 32k を選択した。インタリーブ長の効果と受

信機のコストはトレードオフの関係にあるため、全パター

ンを実験して特性を評価した。ダイバーシティ受信の効果

を実験するため、市販のフィルムアンテナを一般的な設置

方法である自動車の前後に 2 つずつ設置した。4 つの受信

アンテナで受信した RF 信号は受信機により復調し、BCH
復号後のエラーを測定した。 
図 20 に第三京浜道路で取得した移動受信特性を示す。

エラー発生率は、FFT サイズ（32k、16k）とダイバーシ

ティ受信の受信アンテナ本数（1 本、2 本、4 本）の改善

効果が大きく、目安速度（80km/h、60km/h）と時間イン

タリーブ（I=0、1、2、3）は改善する傾向が示された。送

信出力が 1kW であるため受信電力が低く、BCH エラー

の発生が多い結果となった。実験環境がシミュレーション

に用いた TU6 チャンネルモデルに比べて受信が容易であ 

表 4 名古屋地区の実験試験局の送信諸元 
局名 

（局規模） 
東山実験試験局 

（親局） 
鍋田実験試験局 
（中継局） 

送信場所 名古屋市昭和区 愛知県弥富市 
チャンネル 

（中心周波数） 
UHF 35 ch 

(605.143 MHz) 
帯域幅 5.83 MHz 

偏波 
水平（SISO 伝送の場合） 

水平／垂直（MIMO 伝送の場合） 
送信出力 各偏波 最大 1 kW 各偏波 最大 10 W 

アンテナ方向 3 面 1 面 2 式（切替） 
送信海抜高 203 m 42.5 m 
中継方式  IP 回線 

 

 
図 21 名古屋地区実験エリア 

 
 
 
 

 
 
 

ったことが考えられるが、高度化方式の FFT サイズでも

ダイバーシティ受信を用いることにより移動受信が可能

であることを確認した。 
 

２．４ 課題エ：地上テレビジョン放送の高度化方式に対

応した SFN 方式による中継技術に関する研究開発 

２．４．１ SFN 対応送信技術に関する研究開発 

SFN 野外実験に向け、名古屋地区に東山実験試験局と

鍋田実験試験局の 2 局を設置した。表 4 に実験試験局の

送信諸元を、図 21 に実験エリアの目安をそれぞれ示す。 

東山実験試験局 

東山実験試験局に整備した送信機を図 22 に、送信ア

ンテナを図 23 にそれぞれ示す。送信機は、2.3.2 節に示

した芝実験試験局の送信機と同等の構成である。送信ア

ンテナの種別は芝実験試験局と同じ多段型ダイポール偏

波共用アンテナであり、東山実験試験局は 2 段 3 面（真

北から 25 度、205 度、295 度方向の 3 面）の構成であ

る。 
鍋田実験試験局 

親局（東山実験試験局）との SFN 環境構築のため、NHK
鍋田ラジオ放送所敷地内の鍋田実験試験局に定格 10W 出

力の送信機と偏波多重 MIMO に対応した送信アンテナを

整備した。親局と送信出力は異なるが、信号帯域幅の拡張

や中心周波数の変更など親局と同等の機能を有している。

送信機は新たに設置した幅 3 m×奥行 2.4 m×高さ 3 m
の簡易局舎（シェルター）内に、H 偏波送信機用、V 偏波

送信機用、測定器など汎用機材用の 3 本のラック構成で整

備した。送信機用の 2 ラックの外観を図 24 に示す。送信 

図 23 東山局 送信アンテナ 図 22 東山局 送信機 
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アンテナは、様々な SFN 受信環境を構築するため、北方

向にエリアを形成するアンテナ（A 面：真北から 15 度）

と西方向にエリアを形成するアンテナ（B 面：真北から

270 度）を整備した。アンテナ種別は、多段型ダイポール

偏波共用アンテナである。送信アンテナの各偏波面の利得

は 10.5 dBd、給電線損失は 1.8 dB、実効輻射電力(ERP; 
Effective Radiation Power) は 74 W となる。設置場所は

既設 STL 受信鉄塔とし、アンテナの中心高で海抜 42.5 m
の位置に取り付けた（図 25）。 
受信対策 

名古屋地区の実験試験局の電波環境を整備するため、地 

上デジタル放送混信対策、自主放送干渉対策、特定ラジオ

マイク混信対策を実施した。これらの対策を推進する組織

として、地デジ高度化実験受信対策センターを立ち上げて

運営し、活動内容や実験試験局の電波発射スケジュールを

周知するホームページを開設するとともに、地上デジタル

放送の視聴者や、自主放送施設の管理者、特定ラジオマ 
イクの免許人等からの問い合わせを受けるコールセンタ

ーを設置して、以下の対策を実施した。 
地上デジタル放送への混信対策として、ブースタ混信に

よる影響を回避するため、鍋田実験試験局の周辺で 1 施

設、東山実験試験局の周辺で 141 施設について、UHF 35 
ch を減衰させるフィルタをブースタの入力段に挿入する

事前対策を実施した。また、東山実験試験局については、

送信出力を 10 W、100 W、250 W、500 W、1 kW の 5 段

階に分けて順次増力し、コールセンターへ受信不良の連絡

が入った 40 施設に対し、事前対策と同様のフィルタ挿入

工事を速やかに実施するデマンド対策を行った。 
特定ラジオマイクの混信対策としては、特定ラジオマイ

ク運用調整機構などと連携し、免許人への事前周知や運用

調整を丁寧に行い、実験試験局の免許付与以降で本対策の

ために停波をした日は 1 日だけに留めることができた。運

用調整が難しいと想定した 6 施設について、実測した遮蔽

損失をもとにホワイトスペース帯の新たな ch 割当を申請

して総務省認可を得る事前対策が有効であった。 
名古屋地区において以上の対策を進めた結果、東山実験

試験局、鍋田実験試験局ともに電波発射による大きな影響

やトラブルを発生させることなく、大規模野外実証実験を

計画どおり進めることができた。ただ、テレビホワイトス

ペース帯において実験試験局の電波を発射するためには、

多くの課題をクリアする必要があることも判明し、今後に

向けて貴重なデータを蓄積することもできた。ブースタ混

信については、希望波の受信状況等により、室内実験とは

異なる発生状況となり得ること、特定ラジオマイクについ

ては、直前にならないと使用予定が明確にならず、土日祝

日の運用調整は極めて困難なこと、等があげられる。これ

らの課題は名古屋地区特有のものではないと考えられ、今

後の取り組みに反映させていくことが重要となる。 

 

２．４．２ 送信ネットワークの同期化技術に関する研究

開発 

2.1 節 地上放送高度化技術の開発において開発した再

多重化装置を用いて野外 SFN 実験を実施した。SFN を実

現するにあたり、階層伝送の情報や変調パラメータ、各送

信所の送信タイミングなどのネットワーク同期情報を同

期制御情報として再多重化装置で設定し、複数の変調装置

に送信することにより、同一波形の変調波を生成すること

と、所定の送信タイミングで送信可能であることを確認し

た。 
 SFN 方式を検証するための実験試験局として、名古屋

地区の東山と鍋田にそれぞれ実験試験局を設置し、両局間

のプログラム伝送回線(STL; Studio to Transmitter Link)
を従来の無線ではなく有線の IP 回線で構築した。測定の

結果、両局間の IP 回線による伝送遅延時間は約 2.1 ms で

あり、従来の地上デジタル放送の SFN を構築するために

規定している 1 区間あたり 6 ms 以内の伝送遅延時間を満

足していることが確認できた。 
 東山実験試験局に設置した再多重化装置と、東山実験試

験局および鍋田実験試験局にそれぞれ設置した変調装置

との同期技術として、PTP（Precision Time Protocol）を

用いた。PTP はマイクロ秒以下の高精度なクロック同期

を達成することが可能であり、正確なタイミングを必要と

するネットワークに用いられている。PTP を用いた SFN
実験を実施するにあたり、図 26 に示すように東山実験試

験局に設置した PTP グランドマスターが出力する PTP
信号を L2 スイッチで分配し、東山実験試験局に設置した

再多重化装置の PTP スレーブ装置と変調装置に入力した。

また、鍋田実験試験局の PTP グランドマスターの PTP 信

号を鍋田実験試験局の変調装置に入力した。それぞれの変

調装置は、再多重化装置からの遅延時間制御情報と PTP
による時刻情報を元に送信タイミングを調整し、電波を発

射した。 

 
図 26 PTP を用いた実験系統 

 
PTP を用いた SFN 方式の検証において、従来の送信

タイミング調整の方式である 1PPS を用いた方式と比較

したところ、PTP を用いた場合でも従来の方式と同様に

それぞれの変調装置の変調波を生成するタイミングを調

整して SFN を構築可能であることを確認した。 
次に、SFN 環境下での固定受信実験結果を述べる。東

山実験試験局を親局（希望局）、鍋田実験試験局を SFN 局

として、希望波と SFN 波の到来角度が異なる 6 つの測定

点において測定を実施した。測定項目は、(1) 希望局と

SFN 局の受信電力比を DU 比とし、送信出力を減力する

ことにより DU 比を変化させた場合の所要受信電力、お

よび (2) 希望波の到来時刻－SFN 波の到来時刻=τ（遅

延時間差）とし、τを変化させた場合の所要受信電力とし

た。実験試験局、各測定点の位置関係を図 27 に示す。A
階層を移動受信、B 階層を固定受信と想定した送信パラメ

ータを設定し、B階層を受信して評価した。PER=0でQEF 
と仮定し、ビット換算で 1010ビット相当を観測して QEF
を満たす最も小さい受信電力を所要受信電力と定義した。 
一例として測定点②における遅延時間差に対する所要受

信電力の特性を図 28 に、DU 比に対する所要受信電力を 

図 24 鍋田局 送信機 図 25 鍋田局 送信アンテナ 
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図 29 に示す。測定点①~⑤いずれも SFN の成立を確認し

た。 
大規模野外実証実験 

偏波多重伝送の特性を評価する野外実証実験として、東

山実験試験局（親局）から東西南北各方面に 5 km 間隔で

計 34 地点の測定点を設定し、電波伝搬特性を網羅的に評

価する実験を行った。このうち、1 地点については鍋田実

験試験局（中継局）との SFN 受信特性についても測定を

行った。本実験における評価項目は以下 3 点である。 

 ① 基本伝搬特性 

 ② 受信アンテナの偏波面回転時の MIMO 受信特性 
 ③ 試作した平面受信アンテナの MIMO 受信特性 
東山実験試験局からの送信パラメータは、公開実験で使

用したパラメータ（1024QAM、符号化率 11/16、SP パタ

ーン Dx=6, Dy=4）に固定し、SISO（H 偏波のみ）と MIMO
を切り替えて電波発射することで、水平・垂直偏波の基本

伝搬特性を測定した。その結果、約 84.2 km 離れた三重

県度会郡度会町大野木の測定点で受信可能であることを

確認するとともに、各測定点での受信可否を確認すること

で、サービス可能エリアを把握した。34 地点中、唯一北

東方向の 1 地点で MIMO 受信のみ不可となる地点があっ

たが、V 偏波の伝搬状況の劣化が見られたことが原因と考

えられる。今回の受信可否結果から、現在の地上デジタル

放送のネットワークと同等な中継局数の構成で、高度化方

式のネットワークを構築できる見通しが得られた。今回測

定を行った地点における結果では、図 30（北西方面 11 地

点の測定結果）に示すとおり、QEF を達成する最小受信

電力は、測定地点や SISO、MIMO の違いによる差は大き 
くないことを確認するとともに、今回の送信パラメータで

偏波多重伝送した場合の受信可否を判断する基本伝搬特

性を把握することができた。 

さらに、受信アンテナの偏波面回転時の MIMO 受信特

性を測定した結果、今回の送信パラメータでは偏波面回転

による受信可否（QEF を達成する最小受信電力）への影

響は大きくないことを確認した。SFN 環境下の実験は 1
地点のみであったが、親局出力を 22 dB 減力した際に DU
比がほぼ 0 となり、その条件時の偏波面回転による受信可

否の変動幅が 5.5 dB で一番大きくなることを確認した。 
また、試作した偏波共用平面アンテナの MIMO 受信特

性を 3 地点で確認した。その結果、8 素子偏波共用八木ア

ンテナと比べて受信利得が 3 dB ほど低く半値角が 80°
程度の平面アンテナで、親局単独送信時の受信が可能であ

ることを確認した。SFN 環境下の実験は今後の課題とな

る。 
 

３．今後の研究成果の展開 
本研究開発は、伝送容量拡大技術と高圧縮・伝送効率向

上技術などの組合せにより十分な伝送容量を確保して、地

上波による 4K・8K 放送の実現に向けた要素技術を検討

することであり、伝送方式、映像符号化、多重化および送

信技術、中継技術の各分野で 2 節に示した要素技術を確立

できた。 

一方、「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活

用に関する検討分科会」において、地上放送に関しては「新

たな放送サービスとして、地上 4K 放送や高度な放送・通

信融合サービスの将来的な実現も視野に入れ、周波数利用

効率の更なる向上や画像圧縮技術及び伝送方式の高度化

等に資する技術開発に関し、実フィールドでの検証等を含

めた検討・調査を行う」こととされた。 

これを踏まえ、本研究開発の成果は、平成 31 年度周波

数逼迫対策技術試験事務のうち「放送用周波数を有効活用

する技術方策に関する調査検討（新たな放送サービスの実

現に向けた調査検討）」において、地上波における超高精

細度テレビジョン放送等の実現に向けた技術方策の一つ

として、実用化に向けた調査・分析を行うとともに、調査・

分析結果の妥当性・実現性等について実験試験局、受信設

備及び電波測定車等を用いた実フィールドにおけるデー

タ取得等を通じ検証を行う。 

さらに、地上デジタルテレビジョン放送用周波数の利用

状況および技術動向等の調査、放送用周波数の技術基準の

在り方の調査検討（送受信に関する技術基準の基礎調査）

新たな放送サービス実現のための周波数資源の獲得方策

調査等を踏まえ、地上デジタルテレビジョン放送用周波数

で新たな放送サービスを導入する場合において、現行地上

デジタルテレビジョン放送で使用されている送信設備や

受信設備への機能追加・設定変更・設備交換の必要性等の

図 27 実験試験局、測定点の位置関係 

 図 30 各測定地点の受信電力と QEF を達成する 
最小受信電力 

図 29 DU 比対所要受信電力(測定点②) 

図 28 遅延時間差対所要受信電力(測定点②) 
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調査・検討を行い、地上波による超高精細度テレビジョン

放送等の実用化を目指す。 

 

４．むすび 

平成 28 年度から 30 年度に実施した電波資源拡大のた

めの研究開発「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、4K・8K といった超高精細度地上

放送等のサービスを実現するための、伝送容量拡大技術の

開発、及び高圧縮・伝送効率向上技術の開発を実施し、地

上放送高度化技術、移動体向けサービス高度化技術、大規

模局向け送信技術、地上テレビジョン放送の高度化方式に

対応した SFN 方式による中継技術などの要素技術を確立

した。 
地上放送高度化技術の開発の内、伝送容量拡大技術の開

発においては、基本変調技術および OFDM 変調技術を開

発し、高い伝送効率が実現可能であることを確認した。フ

レーム構造・階層伝送技術の開発においては、複数階層を

合成する方式を比較検討し、実験用には FDM を実装する

こととした。多重化技術の開発においては、再多重化装置

の開発と XMI パケットの実用性を確認した。映像符号化

技術の開発においては、符号化が困難な映像が入力された

場合の画質破綻を抑制するために、入力映像に応じて雑音

除去量と帯域制限量を制御する符号化前処理技術を開発

し、全体として放送サービス品質を向上させることができ

ることを確認した。 

移動体向けサービス高度化技術の開発の内、部分受信機

能の高度化においては、TDM による部分受信システムの

提案および部分受信の性能評価を行うとともに、高度化シ

ステムへ LDM を併用する階層伝送方式を開発した。移動

特性改善技術の開発においては、偏波 MIMO 移動受信に

おける ICI キャンセラおよび高精度推定方式の有効性を

確認した。 
大規模局向け送信技術の開発の内、送信諸元検討用装置

の開発においては、帯域幅を拡張した地上放送高度化方式

が地上テレビジョン放送の受信へ及ぼす干渉の影響を調

査し、送信諸元検討用の基準値を確認した。送信設備の開

発においては、地上放送高度化方式に対応した送信設備の

開発および整備を実施し、東京地区の大規模野外実験環境

を構築した。 

大規模局向け送信技術の開発の内、大規模実験試験局に

よる受信特性把握においては、地上放送高度化方式で設計

した伝送路符号化技術が実際の電波伝搬環境において室

内実験と同等の性能が得られることと、MIMO 伝送に一

定の実現性があることを確認した。 

地上テレビジョン放送の高度化方式に対応した SFN 方

式による中継技術に関する研究開発の内、送信ネットワー

クの同期化技術に関する研究開発においては、IP 回線に

よる STL の有効性と PTP を用いた SFN 構築の実用性を

確認した。SFN 対応送信技術に関する研究開発において

は、SFN を構成する 2 つの実験試験局を整備して実験電

波を発射し、高度化方式の固定受信特性・移動受信特性を

確認した。 
本研究は、地上放送高度化の実現に向けた研究の第一歩

である。これらの研究開発が電波資源の有効利用に貢献し、

将来の次世代地上放送の実現に繋がることを期待したい。 
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