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技術関係の主な受賞（2012年度）技術
賞 授賞者 受賞者 受賞事由

電波の日　総務大臣表彰 総務省 ARIB／ISDB-T海外普及派遣者
グループ

地上デジタルテレビ放送日本方
式（ISDB-T）の採用国に専門
家として赴き，現地の政府機関
や放送局に対して地上デジタル
テレビ放送の開始に必要な技術
支援を行うとともに，我が国企
業の参入機会の拡大に積極的に
寄与するなど多大な貢献をした。

平成24年度　創意工夫功労者賞 文部科学省

坂井　駿一（盛岡放送局） インターネット動画配信サポー
トシステムの考案

吉川　彰（放送技術局） カメラの揺れを抑える機動性の
ある防振装置の考案

磯田　高志（名古屋放送局） デジタルFPU用高性能IFケーブ
ルの考案

第40回
日本ITU協会賞

功績賞

（一財）日本ITU協会

高田　政幸（放送技術研究所） ISDB-TのARIB規格およびIT
U-Rにおける国際標準化に貢献

国際活動奨励賞
（国際協力賞対象
分野）

吉見　智文（技術局）
ISDB-Tの国際的な普及活動お
よび我が国のITU-Rでの国際標
準化活動に貢献

国際活動奨励賞
（功績賞対象分
野）

村山　研一（放送技術研究所）
ITU-R SG6において地上デジタ
ル放送のプランニング基準等に
尽力

第23回
電波功績賞 電波産業会会長賞 （一社）電波産業会 放送技術研究所　開発グループ 次世代地上デジタル放送に向け

た大容量伝送技術の開発

第38回　放送文化基金賞 （公財）放送文化基金

地上デジタル放送受信インフラ
情報把握分析グループ（デジタ
ル放送推進協会，NHK）

地上デジタル受信インフラ管理
分析システムの運用による，受
信者の地デジ移行を推進

マクロダイバーシチ受信システ
ム開発グループ

移動中継用マイクロ波帯マクロダ
イバーシチ受信システムの開発

2012年度　高柳記念奨励賞 （公財）高柳記念財団 今井　亨（技術局）
生放送において即時に字幕を表
示するための音声認識技術の研
究開発

第58回
前島密賞 第 2条第 2号 （公財）通信文化協会 ミリ波モバイルカメラ開発グル

ープ ミリ波モバイルカメラの開発

第43回　照明技術賞
TVドラマ・Vシネマ部門　
最優秀照明賞

日本映画テレビ照明
協会 橋本　勝（放送技術局）

『土曜ドラマスペシャル』「負け
て、勝つ～戦後を創った男・吉
田茂」（第 1回）

第31回
日本照明家協会賞

テレビ部門
優秀賞

（公社）日本照明家協
会

橋本　勝（放送技術局） 『土曜ドラマスペシャル』「使命
と魂のリミット」（後編）

山口　直子（大阪放送局） 『第43回思い出のメロディー』

テレビ部門
新人賞 井本　敬人（大分放送局） 『NHK大分放送局開局70周年記

念ドラマ』「無垢の島」

テレビ部門
奨励賞 戎　達生（広島放送局） 『いのちのうた2011～つなげよ

ういのちの絆』

テレビ部門
努力賞

松本　豊（大阪放送局） 『ドラマ10』「フェイク～京都美
術事件絵巻」（第 5話）

児玉　有美子（放送技術局） 『SONGS』「第192回 アンジェ
ラ・アキ」

テレビ部門
技術賞 田原迫　京太（名古屋放送局） 2kW高効率ハロゲンスポットラ

イト

日本オーディオ協
会賞 協会大賞 （一社）日本オーデ

ィオ協会
ARIBスタジオ設備開発部会ス
タジオ音声作業班

デジタルテレビ放送におけるラ
ウドネス運用規定の国内標準化
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賞 授賞者 受賞者 受賞事由

第19回
日本プロ音楽録音賞

部門Cサラウンドパ
ッケージメディア
優秀賞

（一社）日本オーデ
ィオ協会

小野　良太（放送技術局）

「小澤征爾指揮 水戸室内管弦楽団 
2012～チェロ独奏 宮田 大～」よ
り「ハイドン：チェロ協奏曲第 1
番ハ長調 Hob.VIIb-1 第 2 楽章 Ⅱ.
Adagio」
指揮：小澤 征爾，演奏：水戸室内
管弦楽団，チェロ独奏：宮田 大

部門D「放送メディ
ア」放送作品部門
優秀賞

水野　友晴（金沢放送局） 「ブラボー！オーケストラ」よ
り「ハイドン 交響曲 第55番 変
ホ長調 校長先生」
指揮：下野竜也，演奏：オーケ
ストラ・アンサンブル金沢
NHKFM stereo 2012年 9 月16日
放送

矢神　彰人（名古屋放送局）

鎌田　智宏（金沢放送局）

日本映画テレビ技術協会
第65回技術開発賞

（一社）日本映画テ
レビ技術協会

中島　孝（放送技術局） ランドマーク表示システム「ス
カイマップ」の開発津田　貴生（放送技術局）

日本映画テレビ技
術協会
第65回映像技術賞

撮影　テレビドラ
マ　映像技術賞 榎本　清（名古屋放送局） 『土曜ドラマスペシャル』「真珠湾

からの帰還～軍神と捕虜第一号」

撮影　テレビドキ
ュメンタリー 世宮　大輔（高知放送局） 『NHKスペシャル』「仁淀川～

青の神秘」

撮影　企画ニュー
ス 大淵　光彦（大阪放送局） 『ニュースウオッチ 9』「被災者

を弔う納棺師」

日本映画テレビ技
術協会
第65回映像技術賞
（映像技術奨励賞）

撮影　テレビドラ
マ 吉岡　博司（放送技術局） 『福岡発地域ドラマ』「見知らぬ

わが町」

日本映画テレビ技
術協会
第65回映像技術賞
（審査員特別賞）

撮影　テレビドキ
ュメンタリー 平田　友行（放送技術局）

『NHKスペシャル』「3.11 あの
日から 1年　仮設住宅の冬　い
のちと向き合う日々」

VFX　放送作品 『スペシャルドラマ』「坂の上の
雲」VFXチーム

『スペシャルドラマ』「坂の上の
雲」

日本映画テレビ技術協会
第41回柴田賞 杉江　亮彦（大阪放送局） 『NHKスペシャル』「激流中国」

などのドキュメンタリー撮影

船井研究奨励賞 （公財）船井情報科
学振興財団 河合　吉彦（放送技術研究所） 映像アーカイブ活用技術の研究

ICT事業奨励特別賞 （一社）電気通信協会 黒田　徹（放送技術研究所） 地上デジタルテレビ放送方式
（ISDB-T）

ハイビジョン・次世代テレビ技術賞

（一社）映像情報メ
ディア学会

スーパーハイビジョン対応直視
型LCD開発グループ

スーパーハイビジョン対応直視
型LCDの開発

技術振興賞

開発賞 放送技術研究所　EN-Vision開
発グループ

関 連 番 組 推 薦 シ ス テ ム
EN-Visionの開発

進歩賞
宮永　圭介（技術局） LEDスポットライト・フラッド

ライトの開発田原迫　京太（名古屋放送局）

放送番組技術賞

宇宙用高感度EM-CCDカメラ開
発グループ

NHKスペシャル「宇宙の渚」宇
宙用高感度EM-CCDカメラ

クロスメディア推進PJ
『ほっかいどう穴場ハンター』
「夏の北海道・ 2泊 3 日のガチ
ンコ旅」

藤尾フロンティア賞
中田　充（放送技術研究所） フレキシブルディスプレイ用酸

化物半導体薄膜トランジスタの
開発

佐藤　弘人（放送技術研究所）
中嶋　宜樹（放送技術研究所）

鈴木記念奨励賞 杉藤　泰子（放送技術研究所）
冬季大会発表「正規性・直交性
を改善した基底を用いた直交変
換符号化」
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賞 授賞者 受賞者 受賞事由

鈴木記念奨励賞

（一社）映像情報メ
ディア学会

中嶋　宜樹（放送技術研究所）
画素構造の改良による有機TFT
駆動フレキシブル有機ELディス
プレイの画質改善

優秀研究発表賞

岡野　正寛（技術局）

スキャッタードパイロットの周
期性を利用したISDB-Tのスペ
クトルの検出法の検討

中原　俊二（技術局）
中村　円香（放送技術研究所）
実井　仁（放送技術研究所）
高田　政幸（放送技術研究所）

薄井　武順（放送技術研究所） 145インチスーパーハイビジョン
プラズマディスプレイの開発

研究奨励賞
小郷　直人（放送技術研究所） 平成24年度登壇回数 6回
朝倉　慎悟（放送技術研究所） 平成24年度登壇回数 3回
中川　孝之（放送技術研究所） 平成24年度登壇回数 3回

特別活動賞 （一社）電気学会 電気技術史データベース体系化
調査専門委員会

電気技術史データベース体系化
調査専門委員会（2001～ 4 年）
の卓越研究データベース構築に
むけた中核的活動

Special Recognition Award
（2012 SID）

Society for 
Information Display
（SID）

菅原　正幸（放送技術研究所）
HDTVシステム設計におけるリ
ーダーシップに基づく超高精細
LCDの開発への貢献

同窓会研究教育奨励基金 慶応義塾大学理工学
部 世木　寛之（放送技術研究所） 株式市況の音声合成システムの

開発に対して

画像電子学会画像電子技術賞 （一社）画像電子学会

比留間　伸行（放送技術研究所）

CGによる手話アニメーションの
自動生成システム

清水　俊宏（放送技術研究所）
梅田　修一（放送技術研究所）
加藤　直人（放送技術研究所）
宮﨑　太郎（放送技術研究所）
井上　誠喜（放送技術研究所）
金子　浩之（放送技術研究所）

Outstanding Poster Paper Award

3DIDA of 
Taiwan,URCF of 
Japan and ARMI of 
Korea

日浦　人誌（放送技術研究所）

空間像型 3次元映像の研究
洗井　淳（放送技術研究所）
三科　智之（放送技術研究所）
奥井　誠人（放送技術研究所）

FIT2012論文賞
（一社）情報処理学会
情報科学技術フォー
ラム運営委員会

松尾　康孝（放送技術研究所）

ウェーブレット多重解像度成分
のレジストレーションによるデ
ジタルシネマから超高精細映像
への空間超解像法の検討

IBC国際栄誉賞

IBC

放送技術研究所 長年にわたる研究開発の取り組
みに対して

The best of IET and IBC賞

岡野　充男（技術局）
高臨場感を再現するための
22.2chミキサーとヘッドフォン
の開発

松井　健太郎（放送技術研究所）
大久保　洋幸（放送技術研究所）
濱崎　公男（放送技術研究所）

The best 2012 IBC Young Engineer’s 
paper賞 北村　和也（放送技術研究所）

講 演 題 目「Development of  
33-megapixel 120-Hz CMOS 
Image Sensor and Experimental 
Colour Camera System」3300万
画素120HzCMOSイメージセン
サの開発とカラーカメラの試作

貢献賞（編集活動）
（一社）電子情報通
信学会　基礎・境界
ソサイエティ

清山　信正（放送技術研究所） 英文論文誌編集委員としての貢
献
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賞 授賞者 受賞者 受賞事由

学会活動貢献賞 （公社）日本磁気学会 宮本　泰敬（放送技術研究所） 公益社団法人化の推進と学会活
動の活性化への貢献

IEEE
Technical Committee Prize Paper 
Award

IEEE
the Industrial Light-
ing and Display Com-
mittee of the Indus-
trial

山本　敏裕（放送技術研究所） First Prize Paper Award
2011年に同国際学会で発表した
論文に対する最優秀論文賞

武井　達哉（放送技術研究所）
中嶋　宜樹（放送技術研究所）
藤崎　好英（放送技術研究所）

AES Japan Award AES日本支部 小野　一穂（放送技術研究所）

AES東京コンベンション2009で
の発表「単一指向性超広帯域マ
イクロホンの設計と開発」に対
して

関東地方発明表彰　発明奨励賞 （公社）発明協会 伊藤　泰宏（放送技術研究所） 緊急警報信号受信装置および方法

C＆C賞 （公財）NEC　C&C
財団

黒田　徹（放送技術研究所） 地上デジタル放送伝送方式IS
DB-Tの研究開発に関わる主導
的貢献高田　政幸（放送技術研究所）

注．（公財）：公益財団法人，（公社）：公益社団法人，（一社）：一般社団法人


