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NHK放送技術研究所の組織

職員数（2017年4月）258名（研究者230名、学位保有者87名）

技研だより（月刊）
研究開発ニュース、開発報告、技術解説

NHK技研R&D（隔月刊）
解説、報告

BROADCAST TECHNOLOGY（季刊、英文）
海外向け研究開発ニュース、解説、報告

研究年報（年刊）
毎年の研究活動報告

ANNUAL REPORT（年刊、英文）
研究年報の英語版

■小田急線 成城学園前駅 南口から 
  【小田急バス/東急バス】
  【東急バス】
   
　   

■東急田園都市線 用賀駅から
  【東急バス】
   

渋24　 渋谷駅行
等12　 等々力操車所行
用06　 用賀駅行（平日のみ）
都立01 都立大学駅北口行

用06　 成城学園前駅行
等12　 成城学園前駅行

技研の刊行物 交通案内

バス停「ＮＨＫ技術研究所」で下車してください。

技研公開
毎年5月、受信料で進められている技研の研究開発成果を、
わかりやすく展示する「技研公開」を実施しています。メーカー
や研究機関の研究者など専門家から家族連れまで、毎年
20,000人を超える方にご来場いただいています。

明日も、20年後も
より身近で人にやさしい放送

2013 年

2018年

本放送

2030年頃

より自然な立体像、身体への負担の少ない

空間像再生型
立体テレビ

放送通信連携で
豊かな情報を高い画質で提供する

字幕・手話・音声ガイドなど

NHK放送技術研究所は、わが国唯一の放送技術分野を専門とする研究機関として、
また、公共放送NHKの一員として、豊かな放送文化を築くために、研究開発の立場か
ら貢献するという役割を担っています。この役割を果たすために、高度番組制作技術、
インターネット活用技術、8Kスーパーハイビジョン、立体テレビなど、基礎から応用まで幅
広い研究開発に取り組んでいます。また、開発した技術を番組制作に利用して、これま
で以上に豊かな番組づくりを進めたり、新しいサービスを実現するために不可欠となる
標準化についても積極的に取り組んでいます。

技研の歩み
世界の放送技術をリード

1925
1926NHK設立

1930NHK放送技術研究所開所

1950カラー放送の研究開始

1953テレビ放送開始

1960カラー放送開始

1964ハイビジョン研究開始

1966衛星放送の研究開始

1971プラズマディスプレーの研究開始

1978最初の放送衛星打ち上げ

1982デジタル放送の研究開始

1991
1989アナログBS放送開始

1995
アナログハイビジョンBS試験放送開始

スーパーハイビジョンの研究開始 1998

40型プラズマテレビの開発
2000

BSデジタル放送開始

2003

地上デジタル放送開始

ラジオ放送開始
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砧公園

2016年

試験放送

2020年

本格普及へ

あたかもそこにいるような高い臨場感

■ 研究企画部

■ 特許部

■ネットサービス基盤研究部

■ 伝送システム研究部

■テレビ方式研究部

■ヒューマンインターフェース研究部

■ 立体映像研究部

■ 新機能デバイス研究部

■ 総務部

研究計画・管理、広報、国際対応、外部連携など

特許出願・管理・活用、技術移転など

放送・通信連携技術、ハイブリッドキャスト、セキュリティー、動画配信技術、映像解析技術など

衛星放送・地上放送伝送技術、8K素材伝送技術、多重化技術、ＩＰ伝送技術など

8K番組制作機器、映像符号化技術、高臨場感音響システムなど

音声認識・合成、機械翻訳、ソーシャルメディア解析、手話ＣＧ、音声ガイドなど

IP立体など空間像再生型立体テレビ技術、立体表示デバイス技術、認知科学技術など

超多画素・高感度撮像デバイス技術、大容量・高速記録技術、シート型ディスプレー技術など

人事、労務、経理、局舎管理など

NHk放送技術研究所＿表面C案
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