
2010（平成22） 2011（平成23） 2012（平成24）

社
会
の
動
き

	・小惑星探査機「はやぶさ」が７年
ぶり帰還
	・東日本大震災発生
	・根岸英一氏、鈴木章氏がノーベル
化学賞を受賞
	・中国GDPが世界2位へ

	・なでしこジャパン女子サッカー
W杯優勝
	・twitterの瞬間ツイート数が歴代最
高となるなど日本でSNSがブーム
に

	・ロンドン五輪開催、日本勢メダル
史上最多に
	・ノーベル医学・生理学賞に山中伸
弥氏
	・自民党が政権与党に返り咲き
	・東京スカイツリー開業

放
送
お
よ
び
情
報
・
通
信
の
動
き

	・BSデジタル放送開始10周年
	・国内初のLTE通信サービス開始
	・初代iPad発売

	・東日本大震災被災3県を除く44都
道府県でアナログ放送終了
	・地上テレビ放送の完全デジタル化
が完了
	・NHKの衛星放送がBS1とBSプレ
ミアムの2波に
	・BSデジタル放送で新規チャンネ
ルの放送開始
	・国内の携帯電話出荷台数の半数以
上がスマートフォンに
	・タブレット市場にアマゾンが参入

	・携帯端末向けマルチメディア放送
「NOTTV」開局
	・携 帯 端 末 向 けVODサ ー ビ ス
「もっとTV」アプリリリース
	・ロンドン五輪で各放送局がイン
ターネット配信
	・欧米でオンラインプライバシーの
規制検討が進む
	・Windows8リリース
	・アップルの株式時価総額が史上最
高に
	・タブレット市場にGoogle、マイク
ロソフトも参入

技
研
の
動
き

	・8Kスーパーハイビジョン・フル
解像度カメラを開発
	・高性能で小型の8Kスーパーハイ
ビジョン符号化装置を開発
	・スーパーハイビジョン音響の家庭
再生方式を開発
	・三次元音響ミキシングシステムを
開発
	・高分子膜を用いた超軽量スピー
カーを開発
	・地上波で大容量伝送が可能な技術
を開発
	・電波テレビカメラ用	ミリ波帯大
型リフレクトアレーアンテナを開
発
	・NHK技研開所80周年記念	“技研・
秋の特別イベント” を開催
	・画素ずらし機能を追加した小型
8Kスーパーハイビジョンプロ
ジェクターを開発
	・グローバルな共用IPネットワーク
を用いた8Kスーパーハイビジョ
ン国際間ライブ中継に成功
	・広いエリアで映像が乱れずに移動
中継が可能となる受信システムを
開発

	・世界初となる8Kスーパーハイビ
ジョン対応直視型85V型液晶ディ
スプレイを開発
	・映像を “印象” で検索するシステ
ムを開発
	・インテグラル立体テレビの奥行き
感の大幅な向上に成功
	・ウェブ上のどこからでもパソコン
一台で高度な番組編集・制作がで
きるシステムを開発
	・インテグラル立体テレビでVFX
（Visual	Effects）演出を可能にす
る手法を開発
	・高画質のハイビジョン映像のまま
映像関連情報を高速で埋め込み／
読み出す技術を開発
	・NHKの直接衛星放送の開始と長
年にわたる研究開発の功績が
「IEEEマイルストーン」に認定
	・毎秒120フレームの8Kスーパーハ
イビジョンカメラ用イメージセン
サーを開発

	・145インチ8Kスーパーハイビジョ
ン用プラズマディスプレイを開発
	・Hybridcast受信機を開発
	・やさしい日本語への書き換え支援
システムを開発
	・8Kスーパーハイビジョン用小型
カメラヘッドを開発
	・地上波によるスーパーハイビジョ
ンの伝送実験に成功
	・時空間トレリス符号化MIMO
（Multiple-Input	Multiple-Output）
システムを開発
	・8Kスーパーハイビジョン映像を
毎秒120フレームで表示できるプ
ロジェクターを開発
	・電子ホログラフィー用の超高精細
空間光変調器を開発
	・日本で初めて「IBC(International	
Broadcasting	Convention)国 際 栄
誉賞」を受賞
	・スーパーハイビジョン映像信号の
仕様がテレビの国際規格となる
	・省電力と実用的な寿命を兼ね備え
る赤色発光有機ELデバイスを開
発
	・実際のケーブルテレビ施設を使用
した8Kスーパーハイビジョンの
伝送実験に成功
	・画質向上のためレンズアレーと撮
像素子を一体化させたメガネなし
立体テレビ用カメラを開発

2013（平成25） 2014（平成26） 2015（平成27） 2016（平成28） 2017（平成29） 2018（平成30） 2019（令和元） 2020
（令和２）

	・2020年夏季五輪東京開催決定
	・富士山が世界文化遺産に
	・公職選挙法改正、ネット選挙解
禁へ
	・「あまちゃん」などドラマブーム

	・御嶽山噴火
	・広島豪雨災害
	・青色LEDで赤崎勇氏、天野浩氏、
中村修二氏がノーベル物理学賞
を受賞
	・消費税8%に
	・ソチ五輪で羽生結弦選手が初優
勝
	・サイバーセキュリティ基本法が
成立

	・大村智氏がノーベル医学・生理
学賞、梶田隆章氏がノーベル物
理学賞を受賞
	・ラグビーW杯で日本が南アフリ
カに歴史的勝利
	・関東東北豪雨

	・リオ五輪で日本勢過去最多41メ
ダル
	・米大統領選でトランプ氏勝利
	・熊本地震
	・大隅良典氏がノーベル医学・生
理学賞を受賞
	・G7伊勢志摩サミット
	・AR技術を利用したゲーム	ポケ
モンGOが大流行
	・囲碁の対局でAIがトップ棋士に
勝つ

	・将棋の藤井聡太四段が29連勝
	・九州北部豪雨
	・桐生祥秀が日本人初の100m走9
秒台
	・ヴェネチア国際映画祭にVR部門
が設立される
	・仮想通貨に関する法律が成立

	・西日本豪雨・北海道地震、災害
相次ぐ
	・平昌五輪で日本勢最多メダル
	・TPP11協定が発効
	・本庶佑氏がノーベル医学・生理
学賞を受賞
	・「働き方改革」が社会スローガン
に

	・吉野彰氏がノーベル化学賞を受
賞
	・台風の被害が相次ぐ
	・新元号「令和」に
	・消費税10%、キャッシュレス還
元事業開始
	・ラグビー日本大会、日本代表ベ
スト８に

	・テレビ放送開始60周年
	・9月2日、NHKのハイブリッドキャ
スト開始
	・携帯大手3社ともiPhoneを取り扱
うように
	・LINEがブームに

	・NHK衛星放送開始25周年
	・CS放送で4K専門チャンネルが登
場
	・ケーブルテレビのデジアナ変換
放送終了
	・データ通信を用いた音声通話
サービスVoLTE開始
	・W3CがHTML5を勧告として公開
	・格安スマホ、格安SIMが普及

	・インターネットでの番組配信
サービス「TVer」開始
	・スマートウォッチ販売開始
	・定額制音楽配信サービス本格化

	・インターネット動画サービス
「AbemaTV」スタート
	・NOTTV終了
	・移動通信で大容量のデータ通信
プラン開始

	・右旋電波および左旋電波を送出
するBSAT-4a打ち上げ
	・AIアシスタント機能を持つス
マートスピーカの販売本格化

	・衛星放送（右旋）の帯域再編
	・12月1日、新4K8K衛星放送が開
始
	・米でスマートスピーカーの世帯
普及率が4割に
	・モバイル向けショート動画
「TikTok」が日本でも流行

	・携帯電話5Gサービス開始
	・インターネット広告費がテレビ
広告費を抜く

	・NAB2013で8Kスーパーハイビ
ジョンをはじめとするNHKの最
新技術を紹介
	・被写体の位置と動きに応じたダ
イナミックな多視点映像を撮影
できるロボットカメラシステム
を開発
	・物の輪郭をなぞる感覚を再現で
きる装置を開発
	・世界初となる8Kスーパーハイビ
ジョンHEVC符号化装置を開発
	・酸素や水分に強い有機ELデバイ
スを開発
	・単一周波数ネットワークによる
8Kスーパーハイビジョンの地上
伝送実験に成功
	・低遅延型デジタルラジオマイク
の伝送方式を開発
	・ハンディカメラ映像にCGをリア
ルタイムを合成するための小型
ハイブリッドセンサーを開発
	・超小型	8Kスーパーハイビジョン
Cube	型カメラヘッドを開発
	・8Kスーパーハイビジョンイメー
ジセンサーの研究に対して
「2013年	 ウォルター・コソノ
キー賞」を受賞
	・9月2日にNHKが放送通信連携
サービスHybridcastを開始
	・NHKホームページに手話CG	評
価ホームページを開設
	・8Kスーパーハイビジョンの地上
波での長距離伝送実験に成功

	・水中ワイヤレスIP伝送技術を開発
	・国内最大のケーブルテレビ施設で
の8Kスーパーハイビジョン伝送
実験に成功
	・世界初となる８Kスーパーハイビ
ジョン用	1億3,300万画素撮像素子
を開発
	・リアルタイム時空間解像度変換装
置を開発
	・次 世 代 の 多 重 化 方 式	MMT
（MPEG	Media	Transport）に対
応した送受信装置を開発
	・フルスペック８Kスーパーハイビ
ジョン用インターフェースに対応
した映像機器を開発
	・電子ホログラフィー用立体表示デ
バイスを開発
	・物体の形状とともに硬さの触感覚
も伝達できるシステムを開発
	・	120Hzの8Kスーパーハイビジョ
ンカメラで撮影したFIFAワール
ドカップの映像を世界初公開
	・長寿命で低コストなリン光有機
ELデバイスを実現する技術を開
発
	・高 品質・低遅延を実現する
OFDMデジタルワイヤレスマイ
クを開発
	・めがねなしの立体映像用カメラの
実現を目指した３次元構造撮像デ
バイスの技術開発に成功
	・災害発生時の映像を自動的に放送
局まで伝送する災害映像自動伝送
システムを開発

	・第69回技研公開で8Kスーパーハ
イビジョン衛星放送実験を世界
初公開
	・8Kスーパーハイビジョン衛星放
送実験信号のケーブルテレビ伝
送に成功
	・広色域レーザーバックライト直
視型液晶ディスプレイを開発
	・フルスペック8Kスーパーハイビ
ジョン対応プロジェクターを開
発
	・受信端末の種類を意識すること
なく共通に使用できるMPEG-
DASH視聴プレーヤーを開発
	・複数のディスプレーを隙間なく
タイリングしてインテグラル立
体テレビの画質を向上させる技
術を開発
	・収録した取材映像をより短い時
間で伝送可能な双方向FPUを開
発
	・バーチャルスタジオ用リアルタ
イム照明推定装置を開発
	・全天周映像による実写ベース
バーチャルスタジオを開発
	・世界最小サイズを実現した8K
スーパーハイビジョン用9.6イン
チ液晶パネルを開発
	・世界初となるHDR対応85V型8K
液晶ディスプレイを欧州放送機
器展示会IBC2015で展示

	・さらに進化した8Kコンテンツと
制作機材をNAB	SHOW	2016で
アピール
	・世界の放送技術をリードしたハ
イビジョンと緊急警報放送が
「IEEEマイルストーン」に認定
	・酸化に強く・長寿命・省電力の
OLEDの開発に成功
	・8Kスーパーハイビジョンアーカ
イブ用ホログラムメモリードラ
イブを開発
	・ミリ波の電波とマイクロ波の電
波を使用する2種類の8Kスーパー
ハイビジョンFPUを開発
	・8Kスーパーハイビジョンのケー
ブルテレビ再放送伝送方式の実
験を技研公開2016で展示
	・8Kスーパーハイビジョンの
10Gbps級光インターネット回線
での多チャンネル伝送実験に成
功
	・8月1日にNHKが8Kスーパーハイ
ビジョン試験放送を開始
	・NHKによる8Kスーパーハイビ
ジョンなどの技術開発の成果を
欧州放送機器展示会IBC2016で展
示
	・4K・8Kスーパーハイビジョンの
ケーブルテレビ用小型受信装置
を開発
	・プライムタイム・エミー賞の技術
部門賞「フィロ・ファーンズワー
ス賞」をアジアで初めて受賞
	・気象情報の手話CGを自動生成す
るシステムを開発

	・有機EL素子寿命と相関が高い材
料物性を特定
	・色純度が高い緑色有機ELデバイ
スの開発に成功
	・三次元被写体追跡スポーツグラ
フィックスシステムを開発
	・多視点ロボットカメラによるイ
ンテグラル立体撮影技術を開発
	・8Kディスプレーを用いたVRシス
テムを開発
	・8Kスーパーハイビジョンの制作
から受信までの技術・システム
をInter	BEE	2017に初出展

	・最新の8Kコンテンツと制作機材
をNAB	SHOW	2018に出展
	・AIを活用した白黒映像の自動カ
ラー化技術を開発
	・3次元映像表示方式 “アクティナ
ビジョン” を開発
	・8Kスーパーハイビジョン移動中
継用FPUを開発
	・放送規格に準拠した120Hzフルス
ペック8Kスーパーハイビジョン
映像符号化装置を開発
	・8Kスーパーハイビジョン高速度
カメラとスロー再生装置を開発
	・テレビとスマホやIoT機器の連携
を容易にする “ハイコネ・ライ
ブラリ” を開発

	・世界初となる8K放送システム、
将来のメディア技術をNAB 	
SHOW	2019に出展
	・世界初となる8Kワイヤレスカメ
ラを開発
	・広い視野範囲で3D映像を表示す
る個人視聴用のインテグラル3D
テレビを開発
	・欧州放送機器展示会2019で世界
初となる8K放送、地上放送高度
化の技術等を展示
	・フレキシブルディスプレーの長
寿命化に向けた有機EL用材料を
開発
	・30インチフレキシブル有機EL
ディスプレーを開発
	・200万画素ハイビジョン解像度相
当の3次元映像表示システム

研究所の歩み（2010.4〜2020.3）
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