別添９

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令案新旧対照表

地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放
送

MHz
MHz

第一章 総則
第一条～第八条 （略）
第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放
送
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第二章

MHz

MHz

MHz

第一章 総則
第一条～第八条 （略）

MHz

MHz

MHz

MHz

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成二十三年総務省令第八十七号）
（傍線部分は改正部分）
改 正 案
現
行
目次
目次
第一章・第二章 （略）
第一章・第二章 （略）
第三章 地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。）
第三章 地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジ
を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高
タル放送及び高精細度テレビジョン放送（第十八条―第二十四
精細度テレビジョン放送（第十八条―第二十四条）
条）
第四章 地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。
）
第四章 地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送（第二十五条
を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送
―第四十八条）
第一節 九九 を超え一〇八 以下の周波数の電波を使用する地上
基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメン
ト連結伝送方式によるもの（第二十四条の二―第二十四条の
七）
第二節 二〇七・五 以上二二二 以下の周波数の電波を使用する
第一節 二〇七・五 以上二二二 以下の周波数の電波を使用する
地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメ
地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグ
メント連結伝送方式によるもの（第二十五条―第三十二条）
ディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの（第二
十五条―第三十二条）
第三節 二〇七・五 以上二二二 以下の周波数の電波を使用する
第二節 二〇七・五 以上二二二 以下の周波数の電波を使用する
地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメ
地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうち選択
帯域伝送方式によるもの（第三十三条―第四十八条）
ディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの（第三十三条
―第四十八条）
第五章～第七章 （略）
第五章～第七章 （略）
附則
附則
MHz

○

（適用の範囲）
（適用の範囲）
第九条 この章の規定は、地上基幹放送局（地上基幹放送試験局及び地上 第九条 この章の規定は、地上基幹放送局（地上基幹放送試験局及び地上
基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。
）を用いて行う超
基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。）を用いて行う超
短波放送のうちデジタル放送（第四章に定める放送を除く。）に適用があ
短波放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。
るものとする。
第十条～第十七条 （略）
第三章

第十条～第十七条 （略）

地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うものを除
く。
）を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放
送及び高精細度テレビジョン放送

第三章 地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうち
デジタル放送及び高精細度テレビジョン放送

第十八条 この章の規定は、地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を 第十八条 この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョ
ン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用がある
行うものを除く。以下この章において同じ。）を用いて行う標準テレビジ
ものとする。
ョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用があ
るものとする。
第十九条～第二十四条
第四章

（略）

第十九条～第二十四条

地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うものに限
る。
）を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放
送

（略）

第四章 地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送

MHz

MHz

第一節 九九 を超え一〇八 以下の周波数の電波を使用する
地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうち
セグメント連結伝送方式によるもの
（適用の範囲）
以下の周波数

の電波を使用する地上基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うもの
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を超え一〇八

MHz

この節の規定は、九九

MHz

第二十四条の二

に限る。
）を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方
式によるものに適用があるものとする。
（多重化）
第二十四条の三 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、
次に掲げる伝送方法によるものとする。
一 パケットにより多重すること。
二 任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すＩ
Ｐパケット又はＩＰパケットを圧縮したもの（以下「ＩＰパケット等」
という。
）によること。
三 ＩＰパケット等による情報は、別表第二十三号に示すＵＬＥパケッ
トにより伝送すること。
四 ＵＬＥパケットによる情報は、ＴＳパケットにより伝送すること。
２

ＴＳパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二

項に規定する伝送制御信号のほか、ＡＭＴ（放送番組番号を識別するサ
ービス識別子及びＩＰパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以
下この条において同じ。
）により行うものとする。
３ ＡＭＴの構成は、セクション形式によるものとする。
４

ＩＰパケット及びＵＬＥパケットの送出手順並びにＡＭＴの構成につ
いては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
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（伝送主シンボル）

第二十四条の四

伝送主シンボルは、階層（第十二条に規定する階層をい

う。以下この条において同じ。
）ごとに分割された伝送主信号について、
それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マ
ッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリ
ーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するもの
とする。
（映像信号の符号化）
第二十四条の五 映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、
画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエ
ントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及
び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとす
る。
２

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、別表第二十六

号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号
及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。
３

第四条第一項の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放

送には適用しない。
（映像信号）
第二十四条の六 映像信号のうちＰＥＳパケットによるものは、輝度信号
及び色差信号から成るものとし、別表第六十九号に掲げる方程式による
ものとする。
映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの輝度信号及び色差信号の
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２

標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
（準用規定）
第二十四条の七

第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条から第十

五条まで、第十七条並びに第二十二条の規定は、第二十四条の二に規定
するマルチメディア放送について準用する。この場合において、第二十
二条第二項及び第三項中「セグメント番号０」とあるのは、
「一セグメン
ト形式のＯＦＤＭフレーム又は三セグメント形式のＯＦＤＭフレームの
セグメント番号０」と読み替えるものとする。
第一節

二〇七・五

以上二二二

以下の周波数の電波を使用

MHz

以下の周波数の電波を使用

MHz

以上二二二

MHz

二〇七・五

MHz

第二節

する地上基幹放送局を用いて行う テレビジョン放送及

する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送の

び マルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式

うちセグメント連結伝送方式によるもの

によるもの

以上二二二

以下の周波数の

MHz

以下の周波数の 第二十五条 この節の規定は、二〇七・五

MHz

電波を使用する地上基幹放送局 （移動受信用地上基幹放送を行うものに

電波を使用する地上基幹放送局 を用いて行うマルチメディア放送（移動

限る。第三十三条において同じ。
）を用いて行うテレビジョン放送及びマ

受信用地上基幹放送に限る。以下この章において「マルチメディア放送」

ルチメディア放送 のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用が

という。） のうちセグメント連結伝送方式によるもの （以下「セグメン

あるものとする。

ト連結伝送放送」という。）に適用があるものとする。

第二十六条 （略）
（多重化）

第二十六条 （略）
（多重化）
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以上二二二

MHz

第二十五条 この節の規定は、二〇七・五

（適用の範囲）
MHz

（適用の範囲）

第二十七条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各 第二十七条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各

号により伝送するものとする。

号により伝送するものとする。

一 （略）

一

（略）

二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、ＩＰパケ

二

符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二

ット等によるものとする。

十二号に示すＩＰパケット又はＩＰパケットを圧縮したもの（以下「Ｉ
Ｐパケット等」という。）によるものとする。

三・四 （略）
２～４

（略）

（搬送波の変調等）
第二十八条

三・四

（略）

２～４ （略）
（搬送波の変調等）

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボ 第二十八条

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボ

ルから成る十三個のＯＦＤＭセグメント（以下この節、別表第九号、別

ルから成る十三個のＯＦＤＭセグメント（以下この節、別表第十五号、

表第十号、別表第十四号、別表第十五号、別表第二十四号及び別表第二

別表第二十四号及び別表第二十五号において「十三セグメント形式のＯ

十五号において「十三セグメント形式のＯＦＤＭフレーム」という。
）又

ＦＤＭフレーム」という。）又は一セグメント形式のＯＦＤＭフレームと

は一セグメント形式のＯＦＤＭフレームと十三セグメント形式のＯＦＤ

十三セグメント形式のＯＦＤＭフレームを連結したもの（以下この節及

Ｍフレームを連結したもの（以下この節及び別表第二十五号において「連

び別表第二十五号において「連結したＯＦＤＭフレーム」という。）を逆

結したＯＦＤＭフレーム」という。
）を逆高速フーリエ変換し、別表第五

高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行

号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第二十四号

った信号とし、別表第二十四号に掲げる方程式によるものとする。

に掲げる方程式によるものとする。
２～４

（略）

第二十九条 （略）

一～五

（略）

２～４ （略）
第二十九条 （略）
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一～五 （略）

（適用除外）

（映像信号の符号化）

第三十条 第四条第一項の規定は第二十五条に規定するテレビジョン放送 第三十条 映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、画面内
又はマルチメディア放送には適用しない。

予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロ
ピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出
手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
２

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、別表第二十六

号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号
及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。
３ 第四条第一項の規定はセグメント連結伝送放送には適用しない。

（映像信号等）
第三十一条

（削除）

第三十一条

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものは、輝度信号及び

色差信号から成るものとし、別表第六十九号に掲げる方程式によるもの
とする。
２

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの輝度信号及び色差信号の

標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
（準用規定）
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（準用規定）

第三十二条

第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十 第三十二条

第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十

三条から第十五条まで、第十七条 、第二十二条、第二十四条の五第一項

三条から第十五条まで、第十七条並びに第二十二条の規定は、セグメン

及び第二項並びに第二十四条の六 の規定は、第二十五条に規定する放送

ト連結伝送放送について準用する。この場合において、第二十二条第二

について準用する。この場合において、第二十二条第二項及び第三項中

項及び第三項中「セグメント番号０」とあるのは「一セグメント形式の

「セグメント番号０」 とあるのは、「一セグメント形式のＯＦＤＭフレ

ＯＦＤＭフレーム又は十三セグメント形式のＯＦＤＭフレームのセグメ

ーム又は十三セグメント形式のＯＦＤＭフレームのセグメント番号０」

ント番号０」と読み替えるものとする。

と読み替えるものとする。
第二節

二〇七・五

以上二二二

以下の周波数の電波を使用

MHz

以下の周波数の電波を使用

MHz

以上二二二

MHz

二〇七・五

MHz

する地上基幹放送局の行う テレビジョン放送及び マル

する地上基幹放送局の行うマルチメディア放送のうち選

チメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの

択帯域伝送方式によるもの
（適用の範囲）
以上二二二

以下の周波数の

MHz

以下の周波数の 第三十三条 この節の規定は、二〇七・五

MHz

以上二二二

MHz

第三十三条 この節の規定は、二〇七・五

MHz

（適用の範囲）
電波を使用する地上基幹放送局を用いて行う テレビジョン放送及び マ

電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうち

ルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの（以下「選択帯域

選択帯域伝送方式によるもの（以下「選択帯域伝送放送」という。
）に適

伝送放送」という。
）に適用があるものとする。

用があるものとする。

第三十四条～第四十七条

（略）

（準用規定）
第四十八条

第十一条第六項、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第

第三十四条～第四十七条

（略）

（準用規定）
第四十八条

第十一条第六項、第三十条第一項及び第二項並びに第三十一

二十四条の六は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合におい

条は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第三十

て、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六中「ＰＥＳ

条第一項及び第二項並びに第三十一条中「ＰＥＳパケット」とあるのは

パケット」とあるのは、「同期パケット」と読み替えるものとする。

「同期パケット」と読み替えるものとする。
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第三節

第四十九条～第六十五条

（略）

（準用規定）
第六十六条

第十七条、第二十四条の五第一項及び第五十一条の規定は、 第六十六条

第六十七条～第八十条

（略）

（準用規定）

高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
（略）

（映像信号の符号化）
第八十一条

第四十九条～第六十五条

帯域伝送デジタル放送について準用する。
第六十七条～第八十条

（略）

（映像信号の符号化）

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、第四 第八十一条

条に規定するもののほか、第二十四条の五第一項の規定を準用するもの

第十七条、第三十条第一項及び第五十一条の規定は、高度広

映像信号のうちＰＥＳパケットによるものの符号化は、第四

条に規定するもののほか、第三十条第一項の規定を準用するものとする。

とする。
第八十二条～第八十三条（略）

第八十二条～第八十三条（略）

第八十四条 第十七条、第二十四条の五 第一項及び第五十一条並びに第五 第八十四条 第十七条、第三十条 第一項及び第五十一条並びに第五十八条
十八条から第六十五条までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送につ

から第六十五条までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準

いて準用する。

用する。
第八十五条 （略）
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第八十五条 （略）

別表第一号～別表第四号 （略）

別表第五号 ガードインターバルの付加（第11条第1項、第20条第1項及び 別表第五号

ガードインターバルの付加（第11条第1項、第20条第1項及び

第28条第1項関係）

第28条第1項関係）

（略表）

（略表）

注

注

有効シンボルは、別表第六号 、別表第十六号又は別表第二十四号
に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。

別表第六号～別表第八号

（略）

別表第九号 搬送波を変調する信号の通信速度（第11条第７項関係）
搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。
B＝C／Ts
Ts：別表第六号、別表第十六号又は別表第二十四号に示すシンボル期
間長
C：以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボ
ル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数
（略表）
伝送主シンボルが差動変調によるＯＦＤＭセグメント数：nd
伝送主シンボルが同期変調によるＯＦＤＭセグメント数：ns

有効シンボルは、別表第六号 又は別表第十六号 に示す有効シンボル
期間長に対応する出力データとする。

別表第六号～別表第八号

（略）

別表第九号 搬送波を変調する信号の通信速度（第11条第７項関係）
搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。
B＝C／Ts
Ts：別表第六号又は別表第十六号に示すシンボル期間長
C：以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボ
ル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数
（略表）
伝送主シンボルが差動変調によるＯＦＤＭセグメント数：nd
伝送主シンボルが同期変調によるＯＦＤＭセグメント数：ns
（
（nd＋ns＝N）ただし、Nは地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の

((nd＋ns＝N)ただし、N は、1 セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合

うちデジタル放送については、１セグメント形式のＯＦＤＭフレームの

は１、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は３、13 セグメント

場合は１、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は３とし、地上

形式のＯＦＤＭフレーム及び第 20 条に規定するＯＦＤＭフレームの場

基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び

合は 13 とする。)

高精細度テレビジョン放送については13、セグメント連結伝送放送につ
いては、１セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は１、13セグメン
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別表第一号～別表第四号 （略）

ト形式のＯＦＤＭフレームの場合は13とする。
）

別表第十一号～別表第十三号 （略）

別表第十一号～別表第十三号 （略）

別表第十四号 ＳＰシンボル及びＣＰシンボルの構成（第14条第１項関係）
ＳＰ信号及びＣＰ信号用の11次の電力拡散信号（ｘ11＋ｘ９＋１）は、下
図に示す発生器により、全てのレジスタについて１を初期値としてセット
し、ＯＦＤＭフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ご
とに順次連続して発生させるものとし、出力ビットＷｉに対し２相位相変
調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。
（略図）

別表第十四号 ＳＰシンボル及びＣＰシンボルの構成（第14条第１項関係）
ＳＰ信号及びＣＰ信号用の11次の電力拡散信号（ｘ11＋ｘ９＋１）は、下
図に示す発生器により、全てのレジスタについて１を初期値としてセット
し、ＯＦＤＭフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ご
とに順次連続して発生させるものとし、出力ビットＷｉに対し２相位相変
調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。
（略図）
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別表第十号 データセグメントの送出手順（第12条第２項関係）
別表第十号 データセグメントの送出手順（第12条第２項関係）
（略図）
（略図）
別記１ （略）
別記１ （略）
別記２ 階層合成
別記２ 階層合成
キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を
キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を
行った上で、データセグメントを送出する。
行った上で、データセグメントを送出する。
（略図）
（略図）
注１ （略）
注１ （略）
２ 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送に
２ １セグメント型式のＯＦＤＭフレームの場合はＮ ｓ１ ＝１、Ｎｓ
ついては、１セグメント型式のＯＦＤＭフレームの場合はＮ ｓ１
２ ＝０及びＮ ｓ３ ＝０、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場
＝１、Ｎ ｓ２ ＝０及びＮ ｓ３ ＝０、３セグメント形式のＯＦＤＭフ
合はＮ ｓ１ ＝１、Ｎｓ２ ＝２及びＮｓ３ ＝０、13 セグメント形式のＯ
レームの場合はＮｓ１ ＝１、Ｎｓ２ ＝２及びＮｓ３ ＝０とし、地上基
ＦＤＭフレーム及び第 20 条に規定するＯＦＤＭフレーム の場合
はＮ ｓ１ ＋Ｎ ｓ２ ＋Ｎｓ３ ＝13 とする。
幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送
及び高精細度テレビジョン放送についてはＮｓ１ ＋Ｎ ｓ２ ＋Ｎ ｓ３ ＝
13、セグメント連結伝送放送については、１セグメント形式のＯ
ＦＤＭフレームの場合はＮｓ１ ＝１、Ｎｓ２ ＝０及びＮ ｓ３ ＝０、13
セグメント形式のＯＦＤＭフレーム の場合はＮ ｓ１ ＋Ｎ ｓ２ ＋Ｎ ｓ
３ ＝13 とする。

(2)

13セグメント形式のＯＦＤＭフレーム及び第20条に規定する
ＯＦＤＭフレームによるもの

（略表）
２・３ （略）

注１ 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。
(1) 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送
及びセグメント連結伝送放送であって１セグメント形式のＯＦ
ＤＭフレームによるもの
（略表）
(2) 地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデ
ジタル放送及び高精細度テレビジョン放送及びセグメント連結
伝送放送であって13セグメント形式のＯＦＤＭフレームによる
もの
（略表）
２・３ （略）

別表第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等（第15条第１項関係）
別表第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等（第15条第１項関係）
１ １多重フレームに含まれるＴＳパケット数
１ １多重フレームに含まれるＴＳパケット数
（略表）
（略表）
注 １セグメント形式は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のう
注 １セグメント形式は１セグメント形式のＯＦＤＭフレームによる
ものを、３セグメント形式は３セグメント形式のＯＦＤＭフレーム
ちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送であって１セグメン
によるものを、13セグメント形式は13セグメント形式のＯＦＤＭフ
ト形式のＯＦＤＭフレームによるものを、３セグメント形式は地上
レーム及び第20条に規定するＯＦＤＭフレームによるものを表す。
基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送であって
３セグメント形式のＯＦＤＭフレームによるものを、13セグメント
形式は地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうち
デジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結
伝送放送であって13セグメント形式のＯＦＤＭフレームによるも
のを表す。
２ 伝送主信号の構成及び送出手順
２ 伝送主信号の構成及び送出手順
（略図）
（略図）
注１ （略）
注１ （略）
２ 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び
２ 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び
誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、ＴＳパケット
誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、ＴＳパケット
の同期バイトの次のバイトから次のＴＳパケットの同期バイトま
の同期バイトの次のバイトから次のＴＳパケットの同期バイトま
での２０４バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は
での２０４バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は地
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注１ 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。
(1) １セグメント形式のＯＦＤＭフレーム及び３セグメント形式
のＯＦＤＭフレームによるもの
（略表）

１セグメント形式のＯＦＤＭフレームについては１、３セグメン
ト形式のＯＦＤＭフレームについては２とし、13セグメント形式
のＯＦＤＭフレーム及び第20条に規定するＯＦＤＭフレームにつ
いては３とする。

３～５ （略）
別記１・２ （略）

上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送又はセ
グメント連結伝送放送における、１セグメント形式のＯＦＤＭフ
レームについては１、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の
うちデジタル放送における３セグメント形式のＯＦＤＭフレーム
については２とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョ
ン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセ
グメント連結伝送放送における13セグメント形式のＯＦＤＭフレ
ームについては３とする。
３～５ （略）
別記１・２ （略）

別表第十六号～別表二十一号 （略）

別表第十六号～別表第二十一号

別表第二十二号 ＩＰパケットの構成（第 24 条の 3 第 1 項第 2 号 関係）

別表第二十二号 ＩＰパケットの構成（第 27 条第 1 項第 2 号 関係）

１・２ （略）

（略）

１・２ （略）

別表第二十三号 ＵＬＥパケットの構成（第 24 条の 3 第 1 項第 3 号及び

別表第二十三号 ＵＬＥパケットの構成（第 27 条第 1 項第 3 号関係）

第 27 条第 1 項第 3 号関係）
（略図）
（略）

別表第二十六号 映像信号の符号化パラメータ（第24条の5第2項関係）
（略表）
別表第二十七号～別表第六十八号

別表第二十四号・別表第二十五号

（略）

別表第二十六号 映像信号の符号化パラメータ（第30条第2項関係）
（略表）

（略）

別表第二十七号～別表第六十八号

（略）

13

別表第二十四号・別表第二十五号

（略図）

別表第六十九号 輝度信号及び色差信号の方程式（第24条の6第1項及び第 別表第六十九号
63条第1項関係）

条第1項関係）

式

式

別表第七十号 （略）

（略）

別表第七十号 （略）
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（略）

輝度信号及び色差信号の方程式（第31条第1項及び第63

