
10．研究企画業務

この10年は、高精細なスーパーハイビジョン放送や、ハイブリッドキャストなどインターネット技
術を活用して視聴者へ多様なコンテンツの楽しみ方を提供するサービス、ユニバーサル放送サービス
拡充のための研究推進を中心に業務を進めた。研究計画の立案・推進には、継続してプロポーザル方
式を採用し、評価方法を点数加点制から総合評価方式に変更するとともに、広く研究シーズを開拓す
るフロンティア研究を通年で提案を募る新機軸研究提案へ発展させた。また、2012年、2015年、2018
年に、NHK経営計画に則したNHK技研3か年計画を策定・公表し、技研の研究の方向性を明確化した。

研究活動の効率的な推進を目的に、海外のEBU（欧州放送連合）やABU（アジア放送連合）など
の放送機関との連携強化を図るとともに、国内外の研究機関と共同研究、共同実験の実施などを行っ
た。併せて、国や公的機関からの委託研究も活用した。また、研究アドバイザー、客員研究員に加え、
ポストドクター研究員、招聘研究員制度の積極的な活用を図った。標準化活動では、スーパーハイビ
ジョンのほか、放送通信連携システムなどの規格化にも力を入れた。

技研の研究成果や活動状況を広く周知するため、機関誌など刊行物の発行、報道発表、ホームペー
ジやツイッターによる情報発信などを行った。特にホームページは、技研公開特設ページや「広報動
画ライブラリー」の開設、スマートフォンへの対応などにより充実を図った。

毎年の技研公開に加え、80 周年の記念行事を行い、多数の来場者を集めた。また、10年間で３件
のIEEEマイルストーン認定を受け、関係者を招いた式典を開催した。外部展示にも力を入れ、NAB 
ショー、IBC、などの海外の大型展示会や、ITUやMPEG、ABUなどの国際会議、CEATEC JAPAN、
Inter BEEなどの国内の大型展示会に継続して出展した。関連部局や各地の放送局と連携して8K放送
の普及促進のためのパブリックビューイングや各種イベントへの出展を多数実施し、研究成果の積極
的な発信に努めた。さらに、国内外から17,000人を超える見学者を受け入れて技研の研究活動をPR 
した。このほか、番組制作における開発機器の活用や技術解説支援など、多くの番組協力を実施した。

NHKのIT統制の方針に則り、NHK AD基盤やクラウド基盤などの導入対応を実施した。また、所
内LANの利便性向上を目的に、常設無線LANの開設や統合IP網の増速を実施するとともに、老朽化
したネットワーク設備の更新を進めた。併せて、セキュリティー対策としてファイヤーウォール装置
を整備した。業務の迅速化やペーパーレス化を目的に、「所長報告システム」など、複数のWeb ベー
スの研究支援情報システムを構築・整備した。

〔石井　啓二〕

10.1 研究企画
研究の中長期計画と年度計画、計画審議、進捗管理、

完了にかかわる一連の処理および関連業務を実施してい
る。

研究計画審議の進め方については、2011年にプロポー
ザル方式で審議を行う際の提案文書の簡素化を図るとと
もに、評価を点数加点制から、研究提案の特質、実績、
新規性などさまざまな観点を考慮した総合評価のみに変
更した。新たな研究シーズの開拓を活性化するため、
2013年に従来のフロンティア提案を新機軸提案に改称し、
通年で新規提案を受け付ける制度を導入した。また、
2017年度の計画審議より、研究プロポーザル毎に、経営
資源の管理責任者と、中心となり研究推進を図る推進責
任者を設け、推進責任者が提案内容を説明することとし
た。毎年度の計画審議にあたっては、技研3か年計画で
策定した目標の達成状況や外部動向を踏まえて重点方針

を定めるとともに、必要に応じて研究計画の変更・見直
しを図った。

研究計画の審議資料の取りまとめ、審議会の運営、研
究計画書、研究進捗状況、研究予算執行進捗の管理、研
究報告書の管理、研究成果の資料整理、研究連絡会の運
営、週刊業務報告書の作成、研究年報の作成をはじめ、
放送技術研究委員会、研究アドバイザー会議（2005年度
から）の運営・支援、所内講演会の開催、五研会対応、
さらに、共同研究、受託研究の推進、外部研究機関との
連携強化、標準化対応の窓口、国際カンファレンス対応、
研究にかかわる外部状況調査など、研究活動を円滑に推
進するために広範囲に業務を進めた。

この研究企画の業務は、研究企画部・企画グループが
行った。

この間、これらの業務は、八木伸行、斎藤信雄、斉藤
知弘、遠藤洋介、上村和宏、黒田 徹、小川一人、土田
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健一、冨山仁博、池沢 龍、岩城正和、石井紀彦、相原 
聡、浜口斉周、今井 亨、田口 誠、石井啓二、藤井亜里
砂、洗井 淳、金子浩之、齋藤 進、萩原 啓、中戸川 剛、
津持 純、長坂正史、藤崎好英、宮崎 勝が主に担当した。

〔藤崎　好英〕

10.2 技研３か年計画
将来の放送をめぐる状況変化を見据え、技研として手

がけておくべき研究テーマとその進め方および研究所の
あり方をまとめた技研３か年計画を、この10年間で3回
公表した。

（１） 2012 ～ 2014年度 NHK技研３か年計画（2012年４
月公表）

2011年３月の東日本大震災では公共放送の役割の重要
性が再認識され、翌2012年３月末には東北３県のアナロ
グ放送が終了しデジタル放送への移行が完了した。技研
では、デジタル放送を成熟させるための研究開発を進め、
より魅力あるサービスを提供していくため、「10年後、
20年後の夢のある放送を想定し、理論から応用まで、デ
バイスからシステムまで一貫した研究開発により放送の
質を高め、視聴者のみなさまの利便性を向上させる」と
した３か年計画を策定し公表した（図10.1（a））。

本計画では、完全デジタル化後の放送サービスの充実
に向けて、放送通信連携サービスの基盤技術を確立する
とともに、スーパーハイビジョン、３次元テレビなど高
臨場感放送の実現に向けた研究開発を促進し、視聴者の
みなさまに使いやすく豊かで夢のある放送を目指すこと
を基本方針とした。この基本方針のもと、３か年計画の
中心となる３つの重点項目を「放送通信連携サービス」、

「高臨場感放送」、「人にやさしい放送」と定めた。また、
本計画の推進に向けて、各グループが取り組む具体的な
目標をお約束という形で示した。

（２） 2015 ～ 2017年度 NHK技研３か年計画 ～ 8Kスー
パーハイビジョン そしてその次へ～（2015年４月
公表）

「NHKビジョン2015→2020」に基づくNHK経営計画
（2015－2017年度）では、放送と通信の融合時代にふさ
わしい “公共メディア” への進化を見据えて、最新技術
を生かし2020年に最高水準の放送・サービスを実現する
というビジョンをまとめ、新たな可能性を開く放送・
サービスの創造などを重点方針とした。技研では、この
経営計画を着実に実現するため、2020年はもとより20 
年後を想定し、3か年計画を策定し公表した（図10.1

（b））。
本計画では、8Kスーパーハイビジョンの高度化と着

実な実用化のための研究開発、自然な立体映像を実現す
るための３次元テレビ、ハイブリッドキャストをはじめ
とするインターネット活用技術の３つを重点項目とし、
高度番組制作技術と人にやさしい放送の２つの研究項目
が全体を支えながら研究を推進することとした。そして、
この３か年を、さらにその先の放送サービスにつながる
研究を加速するフェーズと位置づけた。

（３） NHK技研３か年計画（2018-2020年度） ～ Creation 
for 2020 and beyond ～（2018年４月公表）

技研では、「NHKビジョン2015→2020」の第2ステッ
プであるNHK経営計画（2018-2020年度）が示す「公共
的価値」の実現に向けて、放送の持続的発展のために、
最先端の放送技術およびサービスの研究開発において先
導的な役割を果たすことを使命と位置づけ、３か年計画
を策定し公表した（図10.1（c））。

本計画では、2020年からその先2030 ～ 2040年ごろを
見据えて、「リアリティーイメージング」、「コネクテッ
ドメディア」、「スマートプロダクション」を大きな柱と
して、新しい放送技術とサービスを “創造” する研究開
発に取り組むことを基本方針とした。また、誰もが時間
や場所を気にせず、好みの機器を使ってさまざまなコン
テンツを視聴・体感できる新しい放送・サービスの実現
を目指し、これを “ダイバースビジョン” と呼んで研究
を進めることを述べ、さらに、番組の制作から視聴まで、
技研が想定する放送技術の未来像を描いた。

〔長坂　正史〕

10.3 �放送技術研究委員会・研究アドバイザー・客
員研究員

放送技術研究委員会は、放送技術に関する研究の進
歩・発展を図るため、部外の学識経験者から研究の企画、
推進、評価などに資する提言・助言を受ける目的で、
1956年に発足したもので、毎年10数名の委員に委嘱し、
年２回開催している（表10.1、表10.2）。

また、2005年度より実施されている研究アドバイザー
制度は、1965年に発足した研究顧問制度がベースとなっ

図10.1　NHK技研３か年計画表紙

（a） 2012-2014 年度
（2012）

（b） 2015-2017 年度
（2015）

（c） 2018-2020 年度
（2018）
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ており、放送技術研究の推進に資する指導・審議を受け
る目的で毎年10数名の学識経験者に委嘱し、各アドバイ
ザーについて原則年１回の研究アドバイザー会議を研究
部主導で実施している（表10.3）。

同じく1965年に発足した客員研究員制度により、技研
の研究テーマに関連する分野の第一線の専門家に研究の
テーマと期間を定めて研究を委嘱した（表10.4）。

〔宮崎　勝〕
10.4 ワーキンググループ・研究連絡会

ワーキンググループ（WG）は、検討課題について広
く情報収集・議論を行い、研究所としての提言を行うも
の、プロジェクト（PJ）は、期間を定めて関連グルー
プから専門性を有する職員を集めて問題の解決にあたる
もので、表10.5に示すものが活動した。

研究連絡会は、異なるグループ間で連携をとる必要が

ある課題について情報共有・連絡・調整を行い、矛盾の
ないようにすることを目的として設置されるもので、表
10.6に示すものが活動した。

〔長坂　正史〕

10.5 実用化研究業務委託
NHK技術のさまざまな分野での活用をより効率的か

つ積極的に進めることを目的として、技研の研究テーマ
の中で実用化段階にあるものについて、その実用化を推
進するための実用化研究業務委託を2006年より実施して
いる。委託先は、（一財）NHKエンジニアリングシステ
ムである。

2010年以降に委託したテーマの一覧は、表10.7のとお
りである。

〔宮崎　勝〕

表10.1　放送技術研究委員会委員委嘱状況
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

（2006.4 ～）
相澤清晴

（東京大学教授）
（2010.4 ～）
小池康博

（慶応義塾大学教授）
（2004.4 ～） （2011.4 ～）
大石進一 小林哲則

（早稲田大学教授）（早稲田大学教授）
（2004.4 ～） (2013.4 ～） (2019.4 ～）

村岡裕明 鈴木陽一 三好正人
（東北大学教授） （東北大学教授） （金沢大学 教授）
(2007.4 ～） (2013.4 ～）

安藤 真 高田潤一
（東京工業大学教授） （東京工業大学教授）

（2010.4 ～）
高原　淳

（九州大学教授）

（2010.4 ～） （2015.4 ～）

美濃導彦 松田一朗
（京都大学教授） （東京理科大学教授）
（2009.4 ～）

村田正幸
（大阪大学教授）
（1988.6 ～） （2012.7 ～） （2014.9 ～） （2017.10 ～） （2018.4 ～） （2019.4 ～）
佐藤 進 野崎雅稔 久垣達宏 坂中靖志 栁島 智 塩崎允博

（郵政省 電波部長） （総務省 放送技術課長） （総務省 放送技術課長） （総務省 放送技術課長）（総務省 放送技術課長）（総務省 放送技術課長）
(2010.4 ～） (2013.4 ～） （2019.4 ～）
熊谷 博 富田二三彦 門脇直人

（情報通信研究機構 理事） （情報通信研究機構 理事） （情報通信研究機構 理事）
(2009.4 ～ ) (2012.4 ～ ) (2017.4 ～ )
一村信吾 金山敏彦 三木幸信

（産業技術総合研究所 理事） （産業技術総合研究所 理事） （産業技術総合研究所 副理事長）
（2010.4 ～） （2014.4 ～） （2019.4 ～）
豊中俊榮 河合俊明 一本 哉

（TBSテレビ　取締役技師長） （常務取締役技師長） （TBSテレビ 取締役技師長) (常務取締役技師長）　 （日本テレビ　常務取締役)
（1987.X ～） （2012.4 ～） （2018.4 ～）
柴崎英輔 中田安優 川口忠久

（（社）民間放送連盟） （フジテレビジョン 取締役技術開発局長） （テレビ朝日 常務取締役)
（2009.6 ～） （2015.9 ～） （2015.7 ～） （2018.9 ～）
篠原弘道 渡部信幸 伊東 匡 川添雄彦

（NTT 取締役研究企画部門長） （代表取締役副社長） （NTT 情報ネットワーク
総合研究所長）　

（NTT 情報ネットワーク
総合研究所長）　

（NTT 取締役研究企画部門長）　
（1988.8-） （2011.4-）

小室 圭五 中島康之
（国際電信電話 所長）（KDDI研究所代表取締役所長)
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10.6 受託研究
公共放送機関の研究所としての社会的貢献を果たすた

め、また外部研究資金の有効活用の観点から、国や公的
機関からの委託研究のうちNHKで実施すべき研究と
テーマが一致しているものについては、メーカーや大学
と連携して積極的に受託して研究を加速した（表10.8）。
2010年度以降2019年度までに、国や公的機関からの委託
研究21件を受託して実施した。

〔宮崎　勝〕

10.7 共同研究
限られた研究リソースの中、放送を取り巻くさまざま

な外部状況に素早く対応して効率的に研究開発を進めて
いくために、放送、通信、情報処理、デバイスなど幅広
い分野の企業・大学等との共同研究、研究相互協力を多
数実施した（表10.9）。

〔宮崎　勝〕

10.8 標準化機関への参加
10.8.1 情報通信審議会

情報通信審議会は、総務大臣の諮問に応じて、情報の
電磁的流通および電波の利用に関する政策などに関する
重要事項を調査審議し、総務大臣に意見を述べることを
所掌している。技研からは表10.10に示す委員会やその
下部組織に技術局など関連部局と連携して参加している。
表10.11に示す放送システムなどの技術的条件に関する
審議や（4.5.3項、7.8.2項参照）、ITU会合への寄与文書
や対処方針の審議に寄与した（10.8.3項参照）。

以上の活動は、久保田啓一、藤沢秀一、伊藤崇之、正
源和義、八木伸行、小山田公之、渡辺 馨、黒田 徹、加
藤久和、濱住啓之、伊藤泰宏、菅原正幸、池田哲臣、杉
之下文康、真島恵吾、山本 真、西田幸博、中原俊二、
斉藤知弘、中村直義、岡本朋子、高田政幸、田中祥次、
山内結子、青木勝典、武智 秀、土田健一、倉掛卓也、
井口和久、居相直彦、岡野正寛、竹内真也、藤沢 寛、
今村浩一郎、中村円香、横畑和典、亀井 雅、青木秀一、
光山和彦、大西正芳が主に担当した。

〔西田　幸博〕

10.8.2 ARIB
電波産業会（ARIB）は、通信・放送など社会経済の

発展を支える新しい電波利用システムの研究開発や技術
基準の国際統一化等を推進するとともに、国際化の進展
や通信と放送の融合化、電波を用いたビジネスの振興等
に迅速かつ的確に対応できる体制の確立を目指している。
技研は、表10.12に示す委員会、開発部会、それらの傘
下の作業班等に参加し、標準規格、技術資料、調査報告
書の作成、情報通信審議会への寄与、ITU等国際標準化
への寄与を推進した。

この活動は、以下の者が主に担当した。
・規格会議：池田哲臣、西田幸博
・ 小電力無線局作業班、UWB作業班：岡部 聡、濱住啓

之、田口 誠、今村浩一郎、居相直彦
・ 放送国際標準化ワーキンググループ：西田幸博、高田

政幸、土田健一、村山研一、田中祥次、斉藤知弘、武
智 秀、青木秀一、菅原正幸、渡辺 馨、鈴木陽一、日

表10.2　放送技術研究委員会の議題

年度
議　　　　　　　　　　　　　題

第　１　回 第　２　回

2010
・Hybridcastの実現に向けて 加藤久和 ・高速大容量伝送技術の研究 黒田　徹

・技研における立体テレビの研究成果 伊藤崇之 ・人にやさしい放送技術の研究 柴田正啓

2011
・フルスペックスーパーハイビジョン信号 中須英輔 ・インテグラル立体テレビジョンの研究について 岩舘祐一

・スーパーハイビジョン撮像デバイスの研究 江上典文 ・ソーシャルテレビサービスteleda実験について 藤沢　寛

2012

・2012 ～ 2014年度NHK技研３か年計画 黒田　徹 ・NHKの特許業務について 中山　匡

・今後の放送技術研究委員会の進め方について 池沢　龍 ・３か年計画の達成状況報告 黒田　徹

・ ロンドン五輪スーパーハイビジョンパブリックビューイ
ング実施計画

伊藤崇之

2013
・新組織の研究体制について 黒田　徹 ・ヒューマン・インターフェース研究部の進捗について 藤井真人

・立体テレビの研究について 岩舘祐一 ・新機能デバイス研究部の進捗について 林　直人

2014
・ハイブリッド放送システム研究部の研究進捗の状況 山本　真 ・技研　新３か年計画について 菅原正幸

・伝送システム研究部の研究進捗について研究進捗の状況 斉藤知弘

2015 ・テレビ方式研究部の研究進捗について研究進捗の状況 池田哲臣 ・立体映像研究部の研究進捗について 菊池　宏

2016 ・ 新機能デバイス研究部の研究進捗について 林　直人 ・ ヒューマン・インターフェース研究部の研究進捗について 岩城正和

2017 ・ネットサービス基盤研究部の研究進捗について 中川俊夫 ・伝送システム研究部の研究進捗について 中原俊二

2018 ・テレビ方式研究部の研究進捗について 境田慎一 ・空間表現メディア研究部の研究進捗について 三科智之

2019 ・新機能デバイス研究部の研究進捗について 島本　洋 ・スマートプロダクション研究部の研究進捗について 山内結子
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表10.3　研究アドバイザー委嘱状況
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

（1998.8 ～）

羽鳥光俊
（東京大学名誉教授）
（2000.4 ～）

安藤恒也
（東京大学教授）
（2000.4 ～）

橘 邦英
（愛媛大学教授）
（2001.4 ～）

中村慶久
（岩手県立大学 学長）
（2001.4 ～）

原島 博
（東京大学名誉教授）
（2002.4 ～）

古井貞照
（中央大学 教授）
（2002.4 ～）

辻井潤一
（東京工業大学教授）
（2003.4 ～）

内田龍男
（仙台高等専門学校 校長）
2004.4 ～

髙畑文雄
（早稲田大学教授）
2005.4 ～

大賀寿郎
（芝浦工業大学 名誉教授）
（2005.4 ～）

吉川明彦
（千葉大学教授）
（2006.4 ～）

今井秀樹
（東京大学 教授）
（2006.4 ～）

坂東武彦
（新潟大学 名誉教授）
2006.4 ～

横尾邦義
（東北大学名誉教授）
2008.4 ～

伊福部達
（東京大学教授）
2008.4 ～

鈴木　陽一
（東北大学 教授）　
（2009.4 ～）

伊東　晋
（東京理科大学教授） （名誉教授）
（2010.4 ～）

谷口高士
（大阪学院大学教授）
（2010.4 ～）

伊藤公一
（千葉大学教授）
（2010.4 ～）

甲藤二郎
（早稲田大学教授）

（2011.4 ～）

亀山 渉
（早稲田大学 教授）
（2011.4 ～）

大槻知明
（慶応義塾大学 教授）
（2011.4 ～）

塩入 諭
（東北大学 教授） （東北大学 電気通信研究所 所長）
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下部裕一、大出訓史、竹内真也、亀井 雅、大西正芳
・ デジタル放送システム開発部会：黒田 徹、池田哲臣、

高田政幸、馬場秋継、浜田浩行、井上友幸、真島恵吾、
西田幸博、西本友成、渡辺 馨、武智 秀、境田慎一、
青木勝典、青木秀一、松村欣司、大槻一博、小川一人、
濱住啓之、田中祥次、橋本明記、実井 仁、中原俊二、
市ヶ谷敦郎、岡野正寛、上原道宏、中山靖茂、山村千
草、杉本岳大、竹内真也、山本正男、大竹 剛、藤津 
智、斉藤知弘、古田浩之、中村円香、長坂正史、土田
健一、小野一穂、斉藤恭一、村山研一、藤澤和也、筋 
誡久、中戸川 剛、亀井 雅、大出訓史、神原浩平

・ スタジオ設備開発部会：菅原正幸、小野一穂、大久保
洋幸、大出訓史、山下誉行、日下部裕一、白井規之、
正岡顕一郎、小出大一、林田哲哉、米内 淳、大槻一
博、竹内真也、瀧口吉郎、青木秀一、西口敏行、久保
弘樹、船津良平、市ヶ谷敦郎、井口和久、藤津 智、
小山智史、川本潤一郎、添野拓司、中村友洋

・ 超高精細度TVスタジオ設備開発部会：金澤 勝、菅原
正幸、渡辺 馨、奥井誠人、金次保明、境田慎一、小
野一穂、大久保洋幸、山下誉行、日下部裕一、中村円

香、中戸川 剛、大出訓史、白井規之、添野拓司
・ 素材伝送開発部会：池田哲臣、岡部 聡、光山和彦、

杉之下文康、中川孝之、居相直彦、津持 純、今村浩
一郎、鴨田浩和、濱住啓之、市ヶ谷敦郎、根本慎平、
村瀬健治、鵜澤史貴、伊藤史人

・ 品質評価法調査研究会：中須英輔、西田幸博、山本敏
裕、正岡顕一郎、大出訓史、中島奈緒

・ 放送新技術調査研究会：奥井誠人、井上友幸、杉之下
文康、三科智之、松村欣司、洗井 淳、馬場秋継

・ デジタル放送国際普及部会：高田政幸、岡野正寛、実
井 仁、村山研一、中戸川 剛、神原浩平

・モバイルパートナーシップ部会：村山研一、中戸川 剛
〔西田　幸博〕

10.8.3 ITU
国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication 

Union）は国連の専門機関の一つであり、無線通信や電
気通信に関する技術の国際標準や規則を定めることを任
務としている。NHKは無線通信を所掌する無線通信部
門（ITU-R）と電気通信を所掌する電気通信標準化部門

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
（2011.4 ～）

関根 聡
（ニューヨーク大学 教授）
（2011.4 ～）

篠田 裕之
（東京大学 准教授）
（2011.4 ～）

池原雅章
（慶応義塾大学 教授）
（2011.4 ～）

Philip A. Nelson
（Southampton大学 教授）
（2011.4 ～）

染谷隆夫
（東京大学 教授）
（2011.4 ～）

徳丸克己
（筑波大学 名誉教授）

（2012.12 ～）

浜本隆之
（東京理科大学 教授）

（2013.4 ～）

安藤 真
（東京工業大学 教授）

（2014.4 ～）

川田善正
（静岡大学 教授）

（2015.4 ～）

三好正人
（金沢大学 教授）

（2016.4 ～）

伊丹 誠
（東京理科大学 教授）

（2018.4 ～）

Timothy John Baldwin
（メルボルン大学教授）

表10.3　研究アドバイザー委嘱状況（つづき）
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（ITU-T）の活動に参加し、放送技術の国際標準化に寄
与している。

（１）ITU-R
放送番組の制作から地上放送の送信にわたる技術基準

の標準化は第６研究委員会（SG6：Study Group 6）で、
衛星放送の周波数やスペクトルならびにSNG（Satellite 
News Gathering）や衛星システムについては第４研究

委員会（SG4）で、放送事業で使用されているSTL/
TTLやFPU、連絡無線などの無線システムは地上業務
を担当する第５研究委員会（SG5）でそれぞれ扱われて
いる。

超高精細度テレビジョン（UHDTV）、高ダイナミッ
クレンジテレビジョン（HDR-TV）や22.2チャンネル音
響のスタジオ規格、VR（Virtual Reality）/360°映像
システム、地上デジタル放送の高度化、衛星デジタル放

表10.4　客員研究員委嘱状況
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

（2006.4 ～）

大槻知明
（慶応義塾大学 教授）
（2006.4 ～）

塩入 諭
（東北大学 教授）
（2007.6 ～）

関根 聡
（ニューヨーク大学研究准教授）
（2008.4 ～）

佐藤洋一
（東京大学 准教授）
（2009.4 ～）

篠田裕之
（東京大学准教授）
（2009.4 ～）

染谷隆夫
（東京大学 教授）
（2009.4 ～）

川田善正
（静岡大学教授）
（2010.4 ～）

亀山 渉
（早稲田大学 教授）
（2010.4 ～）

對馬淑亮
（ハーバード大学　ポスドク研究員）
（2010.4 ～）

小澤賢司
（山梨大学　教授）

（2012.7 ～）

平栗健史
（日本工業大学 准教授）

（2013.4 ～）

府川和彦
（東京工業大学　准教授） （東京工業大学　教授）
（2013.4 ～）

中田時夫
（東京理科大学 嘱託教授） （東京理科大学 客員教授）

（2015.4 ～）

飯田一博
（千葉工業大学 教授）

（2016.4 ～）

巖淵 守
（東京大学 准教授） （早稲田大学 教授）
（2016.4 ～）

藤井俊彰
（名古屋大学 教授）
（2016.10 ～）

渡辺哲也
（新潟大学 准教授）

（2016.10 ～）

池辺将之
（北海道大学 教授）

232



送の高度化、放送通信連携システム、ユニバーサルサー
ビス、AI（Artificial Intelligence）の放送応用、品質評
価法、スーパーハイビジョン用FPUなどについて、日
本寄与文書の起案や会合への参加を通して積極的な活動
を展開し、勧告やレポートの作成に貢献した（2.6節、
3.6節、4.5.1項、6.6節、7.8.1項参照）。また、SG6副議
長（西田幸博：2007 ～ 2015年）、SG6議長（西田幸博：
2015年～）、SG6傘下のWP6B（Working Party 6B）議
長（西田幸博：2008 ～ 2015年）、WP6B副議長（青木秀
一：2016 ～ 2019年）、WP6C副議長（大出訓史：2020年
～）の役職者を輩出するとともに、ラポーターやラポー
ターグループ議長を担って審議に貢献した。

国際的な周波数割り当てや使用条件を決定する世界無
線通信会議（WRC： World Radiocommunication 

表10.5　�ワーキンググループ・プロジェクト

ITU-T SG9対応WG WG 2007年度～ 2010年度

SHV放送方式、技術基準検討ＷＧ WG 2010年度

SHV国際展開ＷＧ WG 2010年度

ロンドン五輪対応ＷＧ WG 2010年度

IBC対応ＷＧ WG 2010年度～ 2012年度

NAB2011展示対応ＷＧ WG 2010年度

標準化対応WG WG 2011年度～継続中

技研ロンドン五輪PV対応チーム PJ 2011年度～ 2012年度

SHV標準化対応WG WG 2011年度～ 2012年度

IBC2011展示対応ＷＧ WG 2011年度

研究シーズ探索PJ PJ 2012.9 ～ 2013.2

NAB2013展示対応WG WG 2012年度

IBC2013展示WG WG 2013年度

SHV実用化試験放送標準化タスクフォース PJ 2013年度

2020東京五輪技研PJ PJ 2013.11 ～ 2014年度

SHV地上放送方式検討ＷＧ WG 2014.9 ～ 2015.5

2020東京五輪技研PJ PJ 2017年度～継続中

スマートプロダクションラボ PJ 2017年度

働き方チャレンジ推進PJ PJ 2017.8 ～継続中

技研AR ／ VR検討PJ PJ 2017.10 ～ 2018.3

IP制作システム検討WG WG 2018.6 ～継続中

第1回ダイバースビジョン推進タスクフォース PJ 2018.10 ～ 2019.2

第2回ダイバースビジョン推進タスクフォース PJ 2019.10 ～ 2020.3

技研地上放送高度化戦略会議 WG 2020.3 ～継続中

※ 設置、終了の月日が明確なものは、それぞれ年月で表示、その他のも
のについては、毎年6月の定期調査で活動しているものを当該年度に
活動しているものとして表示。

表10.6　�研究連絡会

スーパーハイビジョン連絡会 研究連絡会 2009年度～ 2012年度

砧スーパーハイビジョン推進検討連絡会 研究連絡会 2013年度

砧ハイブリッドキャスト連絡会 研究連絡会 2013年度～ 2014年度

砧スーパーハイビジョン連絡会 研究連絡会 2014年度～継続中

※ 設置、終了の月日が明確なものは、それぞれ年月で表示、その他のも
のについては、毎年6月の定期調査で活動しているものを当該年度に
活動しているものとして表示。

表10.7　実用化研究業務委託の実施状況

年度 テーマ 概要

2006-継続中

・SHVシステムの小
型化、高性能化、高
信頼化を図る技術お
よび展示等*

フルスペック8Kの実用化の促進、
ダイバースビジョンにおける応用展
開の検討、展示等

2008-2013 シリコンマイク* 電荷蓄積型シリコンマイク
電界収束型冷陰極撮像板

2008-2013 超高感度撮像デバイ
ス・カメラ素子*

高増倍率・高効率HARP膜電界収束
型冷陰極撮像板

2008-継続中 音声処理技術* 音声ガイド、話速変換、抑揚変換等

2008-継続中 地上デジタル放送技
術*

地上デジタル受信特性改善技術 
地上放送ネットワーク伝送技術

2009-2013 アーカイブ光ディス
ク 薄型光ディスク大容量化

2009-2013 超高速度撮像デバイ
ス・システム* 裏面照射型超高速CCD

2009-継続中
新規実用化に向けた
企画・渉外・計画・
管理業務の一部

実用化研究の企画・渉外・管理業務

2010-2014 高臨場感音響技術* 高臨場感音響技術（SHV音響など）

2010-継続中 撮影環境情報取得技
術*

環境情報取得（カメラパラメータな
ど）

2011-2013 CAS・RMP技術* ダウンローダブルCAS

2012-2015
マ イ ク ロ 波、 ミ リ
波・サブミリ波帯の
電波利用技術*

広帯域信号測定・評価技術、広帯域
ＦＰＵ

2012-2015
スーパーハイビジョ
ン用イメージセンサ
技術*

SHV用イメージセンサ

2012-2012 SHV用PDP* SHV用PDP信号変換装置等の小型
軽量化

2013-2015 次世代記録技術* 微小磁区記録デバイス用磁性細線の
研究

2013-2016 映像評価技術* 不快映像の評価

2013-2017 3次元撮像デバイス
技術*

3次元構造撮像デバイス要素技術の
研究

2013-継続中 ハイブリッド放送シ
ステム技術* Hybridcast

2013-継続中 フレキシブルディス
プレー技術* 長寿命パネル化技術の研究

2014-継続中 触覚提示技術* 視覚障害者向け触覚提示技術

2015-2018 音声認識技術* 音声認識の各種応用、音声認識導入
時のコスト低減技術

2015-継続中 番組素材無線伝送技
術* 双方向伝送技術、IP伝送技術

2015-継続中 映像処理技術* 映像解析情報の利活用技術の研究

2015-継続中 次世代表示技術* フレキシブルディスプレーに関する
技術開発、対外連携および展示

2017-2018 ネットサービス技術* ネットサービスのシステム開発

2017-継続中 マルチモーダル表現
技術* 手話ＣＧの制作技術

2018-継続中 高感度固体撮像デバ
イス技術* 高感度固体撮像デバイス技術の研究

2019-継続中 空間表現評価技術* HMDにおける空間表現の評価技術

2019-継続中 ヒ ュ ー マ ン・ イ ン
ターフェース技術*

ヒューマンインターフェース技術の
研究

2019-継続中 実用化推進 関連部局と連携した実用化研究の推
進業務

2019-継続中 音声合成・提示技術* AIアナウンサー、自動解説

* ：“の事業化応用や技術移転などの外部展開および実用化研究開発に関
わる業務” が後ろに続く
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表10.8　受託研究の実施状況

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

件数 8 6 9 7 7 5 3 3 3 3

総務省

NICT

文部科学省

JST

災害情報を迅速に伝達するための
放送・通信連携基盤技術の研究開発

多並列・像再生型
立体テレビシステムの研究開発

デジタルミュージアムの展開に向けた
実証実験システムの研究開発の一部

革新的な三次元映像技術による
超臨場感コミュニケーション技術の研究開発

「高齢者の経験・知識・技能を
社会の推進力とするためのICT基盤
「高齢者クラウド」の研究開発」

周波数有効利用に資する
次世代放送基盤技術の研究開発

生活空間における人の注視に着目した
映像コンテンツ評価手法

災害情報を高圧縮・低遅延で
伝送する技術の研究開発

次世代衛星放送システムのための
周波数有効利用促進技術の研究開発

複合撮像面による空間情報取得システムの
研究開発

究極の省電力ディスプレイ実現に向けた高効率・
長寿命有機ELデバイスの研究開発

超高精細度衛星・地上放送の
周波数有効利用技術の研究開発

次世代映像素材伝送の実現に向けた 
高効率周波数利用技術に関する研究開発

地上テレビジョン放送の高度化技術に
関する研究開発

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

技術試験事務
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

多言語音声翻訳高度化のための
ディープラーニング技術の研究開発

カイラル磁壁駆動磁性細線
およびスキルミオンメモリの開発

NEDO

次世代高効率ネットワークデバイス
技術の開発事業
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Conference、WRC-12、WRC-15、WRC-19）への対応で
は、アジア太平洋電気通信共同体（APT）のWRC準備
会合（APG）にも参加して第三地域の意見調整・集約
を図りつつ、中継・番組素材伝送用周波数の世界・地域
調和、21 GHz帯放送衛星の利用手続き、UHF帯地上放
送用周波数の保護、STL/TTLやFPUと他業務との周波
数共用、12 GHz帯衛星放送（左旋）の運用基準などの
審議に対応した。

以上の活動は、以下の者が主に担当した。
・ SG4：正源和義、田中祥次、亀井 雅、中澤 進、鈴木

陽一
・SG5：鴨田浩和
・ SG6：渡辺 馨、菅原正幸、西田幸博、中村直義、高

田政幸、土田健一、村山研一、横畑和典、古田浩之、
実井 仁、成清善一、蔀 拓也、武智 秀、竹内真也、青
木秀一、大西正芳、大久保洋幸、洗井 淳、正岡顕一
郎、大出訓史、日下部裕一

（２）ITU-T
ケーブルテレビや番組伝送の標準化は、ITU-Tの第９

表10.11　放送システム等の技術的条件に関する情報通信審議会答申

諮問第2009号「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」
（2002年9月）

「デジタル特定ラジオマイクの技術的条件等」（2013年5月）
諮問第2023号放送システムに関する技術的条件」（2006年9月）

「放送事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち
「1.2GHz帯 及 び2.3GHz帯 を 使 用 す る 放 送 事 業 用 無 線 局
（FPU）の技術的条件」（2013年1月）
「放送事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち
「1.2GHz帯及び2.3GHz帯放送事業用無線局（FPU）の高度化
のための技術的条件」（2013年7月）

「放送事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち
「120GHz帯放送事業用無線局（FPU）の技術的条件」（2013
年7月）

「超高精細度テレビジョン放送システムに関する技術的条
件」のうち「衛星基幹放送及び衛星一般放送に関する技術
的条件」(2014年3月)

「超高精細度テレビジョン 放送システムに関する技術的条
件」のうち「超高精細度テレビジョン放送システム等の高
画質化に係る技術的条件」(2016年5月)

「放送事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち
「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用
する放送事業用無線局（FPU）の技術的条件」（2017年3月）

「 衛 星 放 送 用 受 信 設 備 に 関 す る 技 術 的 条 件 」 の う ち
「2224.41MHz以上3223.25MHz未満の中間周波数を使用する
受信設備」(2017年7月)

「超高精細度テレビジョン放送のための1.2GHz帯及び2.3GHz
帯を使用する放送事業用無線局（FPU）の技術的条件」

（2019年6月）
諮問第2024号「ケーブルテレビシステムの技術的条件」（2006年9月）

「ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導
入に関する技術的条件」（2014年12月）

「ケーブルテレビにおけるIP放送等に関する技術的条件」
（2018年10月）

表10.9　共同研究等実施件数

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

件数(共同研究） 46 33 31 27 28 26 21 21 21 21

件数
(研究相互協力） - - 8 13 22 26 34 35 31 35

うち海外 1 1 1 1 1 0 0 2 2 3

表10.12　ARIBの委員会への参加

規格会議
ラジオマイクWG、UWB作業班

技術委員会

放送国際標準化ワーキンググループ
デジタル放送システム開発部会
スタジオ設備開発部会
超高精細度TVスタジオ設備開発部会

（～ 2015年3月）
素材伝送開発部会
品質評価法調査研究会（～ 2016年3月）
放送新技術調査研究会（～ 2015年11月）

普及戦略委員会 デジタル放送国際普及部会
高度無線通信研究委員会 モバイルパートナーシップ部会

表10.10　情報通信審議会委員会への参加

情報通信政策部会

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検
討委員会（～ 2012年7月）

研究開発戦略委員会（～ 2012年7月）

情報通信分野における標準化政策検討委員会
（～ 2012年7月）

情報通信
技術分科会

放送システム委員会

UWB無線システム委員会（～ 2011年1月）

小電力無線システム委員会（～ 2011年1月）

ITS無線システム委員会（～ 2011年1月）

移動通信システム委員会（2011年2月～ 2013年5月）

陸上無線通信委員会（2013年6月～）

衛星通信システム委員会

CISPR委員会（～ 2011年1月）

電波利用環境委員会（2011年2月～）

産学官連携強化委員会（～ 2011年2月）

技術戦略委員会（2015年1月～）

ITU-R部会 
（～ 2011年2月）

スペクトラム管理委員会（～ 2011年2月）

電波伝搬委員会（～ 2011年2月）

衛星業務委員会（～ 2011年2月）

地上業務委員会（～ 2011年2月）

放送業務委員会（～ 2011年2月）

科学業務委員会（～ 2011年2月）

作業計画委員会（～ 2011年2月）

ITU-T部会 
（～ 2011年2月）

サービス・ネットワーク運用委員会（～ 2011年2月）

伝送網・電磁環境委員会（～ 2011年2月）

セキュリティ・言語委員会（～ 2011年2月）

次世代ネットワーク委員会（～ 2011年2月）

ケーブル網・番組伝送委員会（～ 2011年2月）

マルチメディア委員会（～ 2011年2月）

ITU部会 
（2011年2月～）

電気通信システム委員会（2011年2月～）

周波数管理・作業計画委員会（2011年2月～）

電波伝搬委員会（2011年2月～）

衛星・科学業務委員会（2011年2月～）

地上業務委員会（2011年2月～）

放送業務委員会（2011年2月～）
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研究委員会（SG9）で行われている。スーパーハイビ
ジョンのケーブルテレビ放送用複数搬送波伝送方式や放
送通信連携システムなどについて寄与して勧告作成に貢
献したほか、ラポーターを担って審議に貢献した

（4.5.2項、6.6.3項参照）。
また、映像・音声サービスへのアクセス性の改善を検

討するAVA（Audiovisual Media Accessibility）フォー
カスグループやITUセクター間ラポーターグループIRG-
AVAの活動に寄与した（7.8.1項参照）。

以上の活動は、以下の者が主に担当した。
・ SG9：中村直義、武智 秀、倉掛卓也、袴田佳孝、竹

内真也、大西正芳
・ AVA：伊藤崇之、比留間伸行、今井 亨、山内結子

〔西田　幸博〕

10.8.4 ABU
ABU（Asia-Pacific Broadcasting Union：アジア太平

洋放送連合）は、政治的・商業的な目的を排し、アジア
太平洋地域のラジオ・テレビの発展を図るために協力す
る放送機関の連合体である。NHKなどの提唱で1964年
に設立され，2020年時点で71の国と地域から274の放送
関連機関がメンバー（正会員、準正会員、準会員、賛助
会員、機関会員）となっている。年１回開催される総会
を最高意思決定機関とし、その下に番組委員会や技術委
員会などがあり、さらに技術局などの事務局がある（図
10.2）。

ABU技術委員会では４つのトピックグループ（番組
制作、伝送、人材育成、周波数）が設置され、各放送技
術に関連する事項について検討し、報告書や、勧告、決
議の作成が行われている。これらの成果は、レポートと
してABUメンバーに配布されるとともに、ITU-Rや
WBU（World Broadcasting Unions）などの国際機関に
も寄与されている。

NHKは、技術委員会議長（岩城正和：2014 ～ 2018
年）、同副議長（岩城正和：2010 ～ 2014年、亀井 雅：

2018年～）、伝送トピックグループ議長（高田政幸、泉
本貴広、東島健太郎、浜口斉周、村山研一）を輩出し、
活動に貢献している。

2010年以降、ABU技術委員会とそれに続く総会が
2010年と2019年に東京で開催された。2010年10月14日か
ら20日で開催された会合では、技研の見学会を開催し、
ABU技術委員会と番組委員会の参加者に向けて放送通
信連携技術やスーパーハイビジョン、人にやさしい放送
技術など、技研の最新技術6項目を展示した。2019年11
月17日から22日で開催された会合では、NHKショーケー
スと題した技術展示を会合会場で実施し、地上放送高度
化方式やARを活用したテレビ視聴、フレキシブル
OLEDディスプレーなど、最新技術９項目を展示した。
また、技術委員会では、三谷所長がダイバースビジョン
に関する基調講演を行った。

2010年代は放送のデジタル移行、新たな放送サービス
としてスーパーハイビジョンや放送通信連携が進んだ時
期であり、ABU技術委員会やABUデジタル放送シンポ
ジウムなどで情報交換を行ってきた。

放送のデジタル移行に関して、NHKは日本の地上テ
レビ放送のアナログ終了とデジタル移行への具体的な取
り組みや経験を報告した。デジタル移行に伴い、地上放
送で使用しているUHF帯の周波数割り当ての見直しが
検討課題とされ、ABUは、WBUとも協力して、地上放
送の重要性や継続的な周波数の確保をWRC（世界無線
通信会議）でアピールした。

スーパーハイビジョンに関して、高臨場感の体感なら
びに国際標準化の推進を目的として、2010年（東京）、
2013年（ハノイ）、2014年（マカオ）のABU技術委員
会・総会で展示を行うとともに、22.2ch音響システムに
関するABU勧告を作成した。2019年（東京）には、日
本で実用化した新4K8K衛星放送を展示した。

放送通信連携に関して、ABU技術委員会は2013年か
らOTT（Over The Top） とIBB（Integrated 
Broadcast-Broadband）に関するワークショップを開
催し、デジタル移行と合わせたブロードバンドの活用に
向けて、ハイブリッドキャスト方式やHbbTV（Hybrid 
Broadcast Broadband TV）方式の技術仕様や特徴、各
国の取り組みに関する情報交換を行っている。2018年度
から、NHKは両方式に対応するコンテンツ制作技術を
報告し、相互運用性の向上を示すことで、放送通信連携
の促進に寄与している。

周波数関連では、WRCの議題を検討し、主にAPT（ア
ジア太平洋通信共同体）を通した貢献を行っている。
WRC-12で検討課題とされた21GHz帯衛星放送の運用手
続きに関して、新たな放送サービスの提供手段としての
期待や降雨減衰を補償するための放送衛星の送信電力値図10.2　ABU組織図

役員
Office Bearers

アジアビジョン
Asiavision

番組制作
作業部会
Production

伝送
作業部会

Transmission

人材育成
作業部会
Capacity
Building

周波数
作業部会
Spectrum

技術運営委員会
Technical
Bureau

総会
General Assembly

理事会メンバー（17 機関）
・NHK（日本・常任）
・NRTA（中国）
・RTA（アフガニスタン）
・KBS（韓国）
・VTV（ベトナム）
・KA（カザフスタン）
・RNE（ネパール）
・RTHK（香港・準正）
・HUM-TV（パキスタン・準正）

・RTM（マレーシア・常任）
・TRT（トルコ）
・IRIB（イラン）
・RRI（インドネシア）
・DD（インド）
・MTRK（ウズベキスタン）
・MTV（スリランカ･準正）
・TDM（マカオ･準正）

計画戦略グループ
Planning＆Strategy Group

理事会
Administrative Council

番組委員会
Programme
Committee

ニュース部会
News
Group

スポーツ部会
Sports
Group

技術委員会
Technical
Committee

知財法務委員会
Intellectual

property and Legal
Committee
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などの寄与を行った。WRC-19で検討課題とされた
12GHz帯衛星放送の送信電力の国内制限緩和に関して、
伝送容量増加と降雨減衰補償の必要性を寄与した。

技研は、アジアの放送局との連携を深めることを目的
に、ABU滞在研究員を受け入れてきた。2010年度から
2019年度までに３カ国から合計４人の技術者が技研に滞
在し研究を行った（10.9節参照）。

以上の活動は、岩城正和、高田政幸、武智 秀、村山
研一、浜口斉周、亀井 雅が主に担当した。

〔亀井　雅〕

10.8.5 EBU
NHKはヨーロッパ放送連合（EBU: European Broadcasting 

Union）に準会員として加盟しており、EBU技術委員会
傘下のプロジェクトに参加してきた。2008年９月、放送
技術の将来を検討することを目的に、EBU、BBC（イ
ギリス）、IRT（ドイツ）、RAI（イタリア）、NHKによっ
てBTF（Broadcast Technology Futures Group）
が結成され、その後CRC（カナダ）も参加した。BTF
では、HFR（High Frame rate）（2013 ～ 2015年）、HDR

（High Dynamic Range）（2014 ～ 2015年）、VR（Virtual 
Reality）/AR（Augmented Reality）（2016 ～ 2018年）、
音声レンダラー（2017～2018年）、AI（Artificial Intelligence）
/ML（Machine Learning）（2017年～）の各サブグルー
プによる調査研究が行われたほか、2019年には、将来の
メディアをレポートにまとめるVision Reportグループ
が設置された。

（１）映像
2011年、3DTV番組の制作・アーカイブ・交換ガイド

ラインを検討するグループ（ECV-3DTV）に参加し、
視覚生理に関する研究成果を寄与した。

スーパーハイビジョンの国際的な普及を目指して、
HDTVを超える制作フォーマットを検討するグループ

（FTV-Beyond HD, SP Beyond HD）に参加し、UHDTV
の高フレーム周波数、広色域表色系、マスターモニター
やカメラの要件、HDRを導入するための課題やHDR番
組制作の運用ガイドラインなどの議論に参加した。
UHDTV用マスターモニター仕様の検討では、色域包含
率の観点からディスプレー三原色の許容範囲を提案し、
2017年、 技 術 文 書Tech 3320に 反 映 さ れ た。 ま た、
HDTV・UHDTV番組制作用カメラのガイドラインにつ
いて、技術局、放送技術局、編成局と連携してNHKが
求める仕様を提案し、同年、勧告R118 Ver.2.0に反映さ
れた。

BTFでは、2013年、UHDTVの高フレーム周波数につ
いて検討するグループが設置され、高フレーム周波数の

必 要 性 を 確 認 し、IBC（International Broadcasting 
Convention）等で展示を行った。2014年には、HDRを
検討するグループが設置され、BBCと共同でITU-Rや
ATSCでのHDR-TV標準化対応を行った。2016年には、
VR/ARを検討するグループが設置され、放送事業者に
よるVRの取り組みに関する調査を行い、公共放送事業
者によるVRサービスのあり方や取り組みが技術レポー
トTR 039にまとめられた。

この活動は、菅原正幸、西田幸博、日下部裕一、久富
健介が主に担当した。

（２）音響
2017年、オブジェクトベース音響に必要なレンダラー

を検討するグループがBTFに設置され、次世代音響方
式で使用するレンダラーの仕様を検討し、ソフトウェア
の開発と品質評価実験の準備を進めた。2018年３月、プ
ログラムを記載した技術文書Tech 3388が発行され、同
年10月、音響メタデータの制作用プロファイルの技術文
書Tech 3392が発行されるとともに品質評価実験の結果
が技術資料TR 043にまとめられた。その後、この活動
を引き継いだ音響システムグループの議論に参加し、音
響メタデータの接続実験などに寄与した。

この活動は、大出訓史が主に担当した。

（３）メタデータ
自動コンテンツ解析技術に基づくメタデータ付与技術

の 評 価 を 目 的 と す る グ ル ー プEC-M/SCAIE、MIM
（Media Information Management）/SCAIEに 参 加 し、
メディア解析を利用した効率的なメタデータ制作環境と
して提案しているメタデータ制作フレームワーク

（MPF: Metadata Production Framework）のMPF 
Ver.2で採用しているメタデータモデルを、EBUの活動
を通して拡張した。

2016年12月より、AMWA（Advanced Media Workflow 
Association）とEBUが連携して進めている、将来の柔
軟 な コ ン テ ン ツ 制 作 基 盤 の 仕 組 み で あ るFIMS

（Framework for Interoperable Media Services）の標準
化活動に参加した。自動メタデータ抽出に関する共通
APIを規定したFIMS Ver. 1.3に、技研のショット分割
や顔検出、文字列検出などの技術を実装し、IBC2017な
どでデモを行った。

2017年度には、データモデルやメタデータ形式、ワー
クフロー、AIツールなどに関する戦略プログラムMIM-
AI（Media Information Management–Artificial 
Intelligence）に参加し、自動メタデータ抽出とその
ワークフローに関する活動を継続した。

2018年６月からは、将来のクラウド環境を考慮したコ
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ンテンツ制作基盤の共通化を目指したプロジェクト
MCMA（Media Cloud and Microservice Architecture）
に参加した。複数の異なるクラウド上のAIツールを含
む各種メディア処理を自由に組み合わせて利用するため
の共通ウェブインタフェースとアプリケーションについ
てIBC2018でデモを行った。

この活動は、佐野雅規が主に担当した。

（４） AI/ML
2017年、BTFにAI/MLを検討するグループが設置され、

情報交換を行いながら調査研究が進められた。メンバー
間で学習データを交換する取り組みについても議論した。

この活動は、久富健介、鴨田浩和、岩城正和が主に担
当した。

（５）伝送
2017年10月より、次世代地上放送に向けた研究の一環

として、移動通信システムの標準化を行う3GPP（3rd 
Generation Partnership Project）規格を用いたMBMS

（Multimedia Broadcast and Multicast Service）の放送
利用を検討するグループMTS（Mobile Technologies 
and Standards）に参加し、5Gシステムの放送利用に関
する検討を開始した。

この活動は、村山研一、中戸川 剛、蔀 拓也が主に担
当した。

〔西田　幸博〕

10.8.6 ISO/IEC
NHKは、 主 にMPEG（ISO/IEC JCT1/SC29/WG11、

Coding of moving pictures and audio）の標準化活動に
参加している。

（１） メディアトランスポート（MMT）
2010年のワークショップで、デジタル放送等で広く用

いられていたMPEG-2 TS （Transport Stream）に代わ
るメディア伝送技術の必要性が議論され、NHKはIPベー
スの放送システムや、IPによる放送と通信の連携サービ
スなどの必要性を述べた。これらは、MMT （MPEG 
Media Transport）のユースケースや要求条件に反映さ
れた。

2011年から行われたMMTの審議では、伝送時のパ
ケット形式や映像・音声信号の同期方法、コンテンツの
構成を示す制御情報などを提案し、採用された。NHKは、
各国の提案を評価し合意を形成するためのコア実験グ
ループのコーディネータと、規格文書を作成するプロ
ジェクトエディタを務めるなどし、2014年にISO/IEC 
23008-1「MMT」（1）が発行された。2014年７月のMPEG

札幌会合では、MMTの応用に関する状況を共有するた
めMMT特別セッションが開催され、NHKはMMT対応
の送信装置と受信装置を展示した。

ARIB標準規格に基づく4K・8K衛星放送システムに
おけるMMTの制御情報などを提案し、2015年にISO/
IEC 23008-13「MMT実装ガイドライン」（2）に採用され
た。さらに、MMTパケットの解析方法などを提案し、
2017年に発行されたISO/IEC 23008-13 第２版に採用さ
れた。

パケットロスを回復するAL-FEC （Application Layer 
Forward Error Correction）に関して、各国の提案の評
価実験に寄与したほか、プロジェクトエディタとして
2015年に発行されたISO/IEC 23008-10「MMTのための
FEC符号」（3）を作成した。

以上の活動は、浜田浩行、青木勝典、大槻一博、青木
秀一、河村侑輝が主に担当した。

（２）高効率映像符号化方式（HEVC）
2009年、高効率映像符号化方式High Efficiency Video 

Coding（HEVC）の標準化作業がITU-Tと共同で開始さ
れた。技研は（株）三菱電機と共同で方式提案を行い、
スーパーハイビジョンをサポートする符号化方式の開発
を推進した。8K解像度、120 Hz、10 bit信号をサポート
する初の国際標準化方式としてHEVCの第１版が2013年
に策定された。

2015年 よ り、HEVCの 改 訂 作 業 に お い て、NHKと
BBCが開発したHybrid Log Gamma（HLG）方式高ダイ
ナミックレンジテレビジョン（HDR-TV）のサポートを
推進し、2016年にHEVC第３版に反映された。また、
HLG映像の符号化におけるガイドラインの策定にも寄
与した。

符号化方式に依存しない実用的な映像パラメーターの
組み合わせを示すガイドラインの策定においてエディ
ターを担当し、2019年、勧告が策定された。（2.4.2項参
照）

以上の活動は、鹿喰善明、西田幸博、境田慎一、井口
和久、市ヶ谷敦郎、杉藤泰子、岩村俊輔が主に担当した。

（2.4.2項参照）

（３）次世代映像符号化（VVC）
2016年、HEVCに続く次世代映像符号化規格として、

HEVC第１版の標準化後に追加された要求条件（CGな
どのスクリーンコンテンツの符号化、高ダイナミックレ
ンジ映像の符号化、360 °映像の符号化など）をサポー
トする、より汎用性の高い高効率な符号化の検討が開始
された。

2017年 に 要 求 条 件 に こ た え る 新 た な 符 号 化 方 式
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Versatile Video Coding（VVC）の提案募集が開始され、
技研は（株）シャープと共同でこれに応募した。符号化
方式案の標準化作業に参加し、ループフィルタの改善や
信号予測技術を中心とした技術提案に加え、8K映像、
HDR（HLG）映像における動作検証を報告した。ルー
プフィルタ改善技術および色差信号予測に関する改善技
術が要素技術として標準方式案に採用された。また、標
準化作業におけるHDR映像用共通実験条件の管理を担
当し、HDRにおける方式改善に貢献した（2.4.2項参照）。

以上の活動は、市ヶ谷敦郎、井口和久、岩村俊輔、根
本慎平、近藤雄一が主に担当した。

（４）3D映像符号化
2013年に開始された超多眼・自由視点合成を目的とし

たMPEG-FTV （Free-viewpoint Television）アドホック
グループの活動に参加し、インテグラル立体テレビの開
発状況やテスト画像に関する寄書を入力した。2017年に
FTVの活動を引き継いだMPEG-I Visualにおける光線密
度の高いDense Light Fieldの標準化作業において、イ
ンテグラル３D方式の要素画像にHEVCを適用した場合
と要素画像を多視点画像へ変換してMV-HEVCを適用し
た場合との符号化効率を比較した探索実験の結果を報告
した。

以上の活動は、三科智之、河北真宏、洗井 淳、片山
美和、原 一宏が主に担当した。

（５）イマーシブメディア
2017年から、360度映像やVR （Virtual Reality）/AR 

（Augmented Reality）などよって臨場感の高いイマー
シブメディアを実現することを目的とするMPEG-I 

（ISO/IEC 23090）の標準化が行われている。映像の領
域ごとの品質情報の処理方法を提案し、2019年に策定さ
れたISO/IEC 23090-2「OMAF （Omnidirectional Media 
Format）」（４）で採用された。また、360度映像とポイン
トクラウドなどのボリュメトリック映像を組み合わせる
ダイバースビジョンのユースケースを提案し、MPEG-I
のユースケースとして採用された。

以上の活動は、青木秀一が主に担当した。

（６）音声符号化
2013年度に、22.2ch音響の音声符号化や次世代音声

サービスの音声符号化に関する標準化が開始され、
MPEG-4 AACにおける22.2ch音響のチャンネル配置と
符号化法を提案し、2014年度に採用された。さらに、
22.2ch音響のプロファイル、レベルおよびダウンミック
ス法を提案し、2017年度に採用された。2019年度には上
記提案内容を統合したMPEG-4 Audio第５版が発行され

た（3.4.1項参照）。MPEG-H 3D Audioの標準化におい
ては、22.2ch音響のテスト音源を提供し、提案技術の評
価に寄与するとともに、2016年度には22.2ch音響を伝送
可能なレベルを提案し、2017 年度に提案したレベルを
含むLC（Low Complexity）プロファイルが発行された

（3.4.2項参照）。
以上の活動は、安藤彰男、渡辺 馨、小森智康、杉本

岳大が主に担当した。

（７）MPEG-7
2010年より、MPEG-7の新しいプロファイルとしてメ

タデータ制作フレームワークの共通メタデータフォー
マットの標準化を開始した。技研は、この標準化活動を
先 導 す る と と も に、 提 案 プ ロ フ ァ イ ル のXM

（Experimentation software）としてメタデータエディ
タを開発して提供した。これらの活動を経て、2012年に
プロファイルAVDP （Audio Visual Description Profile）
が標準化され、同時にそのスキーマも公開された（7.1.1
項参照）。

以上の活動は、佐野雅規が主に担当した。
〔青木　秀一、市ヶ谷　敦郎、片山　美和、杉本　岳大、

佐野　雅規〕

10.8.7 SMPTE
SMPTE（Society of Motion Picture and Television 

Engineers）は米国の民間標準化団体で、主に映画やテ
レビなどの映像・音響技術にかかわる規格文書の策定を
行っている。年４回、主に米国内で技術会議が開催され、
放送局や映画・映像配信会社、機器製造会社などの技術
者、コンサルタントなど約60人の専門家が参加して、映
画やデジタルシネマ、テレビジョンに関する規格やガイ
ドラインの標準化が議論されている。NHKは2009年４
月以降、サステイニングメンバーとしてSMPTEの活動
を支援しており、主にスーパーハイビジョンや次世代映
像サービスを見据えた規格整備を目的として技術会議に
出席している。

2010年度以降、スーパーハイビジョンの研究の進展に
歩調を合わせ、映像パラメーター規格の改定やインター
フェース規格、タイムコードラベリングの策定や改定を
行った。UHDTVやHDRの映像フォーマット提案に合わ
せ、コンテンツの制作から送信・配信、受信に至る “エ
コシステム” を検討する時限的な研究グループが設置さ
れ、それぞれの研究リポートの作成に寄与した。

音響関連では、オブジェクトベース音響のためのシリ
アル形式の音響定義モデルをAES3インターフェースで
伝送する方式の規格策定へ寄与した。また22.2ch音響や
デジタルシネマを含む三次元マルチチャンネル音響の互
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換運用を目的に、各音響方式を比較検討する研究グルー
プが設置され、研究リポート作成に寄与した。

また、ARIBにおいて8K番組用ファイルフォーマット
の策定が開始されたことに伴い、SMPTEでは関連する
MXF（Material eXchange Format）用HEVCマッピン
グ規格の策定に向けて作業が開始された。

2013年以降、IPを番組制作用インターフェースとして
用いるための議論が活発化した。放送センターのインフ
ラ構築への影響を考慮し、審議の動向を注視しながら、
規格案に対する修正コメントを入力するなどの寄与を
行った。

2014年６月に、7年ぶりとなる日本での技術会合を、
映像情報メディア学会がホストとなって招致した。
NHKはSMPTEとのパイプ役として活動し、会場（千代
田放送会館）の提供や、技研公開への招待ツアーを実施
した。2019年６月にも技術会合が日本で開催され、標準
化メンバーを技研に招待して本放送開始直後の8K放送
や最新の研究成果を紹介した。

その他、毎年10月に開催される技術カンファレンスや
機関紙「Motion Imaging Journal」等を通して技研から
48件の研究成果を発表した。

以上の活動は、三谷公二、山下誉行、正岡顕一郎、澤
谷郁子、小森智康、大出訓史、青木秀一、川本潤一郎が
主に担当した。

〔山下　誉行〕

10.8.8 AES
AES（Audio Engineering Society）は世界で唯一の

プロオーディオに関する国際的な組織であり、放送局・
音響機器メーカー・通信事業者・研究所・大学等、幅広
い専門家が参加している。オーディオ技術に関する規格
文書の策定を網羅的に行っており、標準化委員会（AES 
Standard Committee）がこれを所掌している。また、
専 門 技 術 全 般 を 所 掌 す る 技 術 評 議 会（Technical 
Council）に、分野ごとの専門家による技術委員会があ
り、技術ガイドラインの策定を行うほか、標準化委員会
に新たな規格化作業を提案している。技研は、SHV関
連オーディオ規格ならびに放送関連オーディオ規格の標
準化を目的に、標準化委員会・技術委員会に出席してい
る。

インターネットを通じたテレビ番組の配信（OTT: 
Over the Top Television） や ビ デ オ の 配 信（OVD:  
Online Video Distribution）の普及を受け、2017年度か
ら2018年度にかけて、インターネットでストリーム配信
されるテレビ番組のラウドネスの目標値に関する標準化
に寄与した。OTTやOVDでは、ラウドネスの目標値を
高めに設定する傾向がある中、放送番組については各

国の放送ルールのターゲットラウドネス（日本は 
－24LKFS）に従うことを原則とする技術ガイドライン
および規格が発行された（3.6節参照）。

以上の活動は、小野一穂が主に担当した。
〔小野　一穂〕

10.8.9 ATSC
ATSC（Advanced Television Systems Committee）

は、主に米国で使用されるテレビ放送規格を策定する団
体である。

2013年３月に開始された次世代地上放送規格ATSC3.0
の提案募集に対し、技研は、物理層についてはISDB-T
方式をベースとして超多値OFDMと偏波MIMOを利用
した方式を、多重層についてはIPベースのMMT/TLV
方式を、それぞれ2013年９月と2014年１月に提案した。

2017年６月にATSC3.0標準規格の基本的な標準化手続
きが完了し、2018年１月に技術仕様の第１版が公開され
た。技研から提案した4096QAMのNUC（不均一コンス
タレーション）、ビットインターリーブ、MIMO用偏波イ
ンターリーブ、パイロット信号の技術がATSC3.0に採用
され、また、MMTは、メディア多重方式としてDASH/
ROUTEと併記される形で採用された（4.5.6項参照）。

高ダイナミックレンジ（HDR: High Dynamic Range）
映像に関して、2015年、NHKはBBCと連名で、従来の
SDR（Standard Dynamic Range）との互換性などを考
慮 し たHLG（Hybrid Log-Gamma） 方 式 を 提 案 し た。
2016年にHLG方式のデモを行うなどHLGの理解促進に
努 め、2017年 にPQ（Perceptual Quantization） とHLG
方式を併記することが合意された。（2.6節参照）。

以上の活動は以下の者が主に担当した。
次世代地上放送規格：斉藤知弘、村山研一、中村円香、
成清善一、大槻一博、青木秀一、蔀 拓也、朝倉慎悟
HDR映像：菅原正幸、西田幸博、山下誉行、日下部 裕
一

〔土田　健一、日下部　裕一〕

10.8.10 その他
（１）3GPP

移動通信システムの技術仕様の作成を行うプロジェク
ト3GPP（3rd Generation Partnership Project）において、
マルチキャスト・ブロードキャストの技術仕様MBMS

（Multimedia Broadcast and Multicast Service）の検討
が行われている。主に無線ネットワークを所掌するRAN

（Radio Access Network）、主にサービスやシステム構
造を所掌するSA（Service & Systems Aspects）、そして、
主に端末やオペレーターのネットワークを所掌するCT

（Core Network & Terminals）の３つのTSG（Technical 
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Specification Group）において審議が進められている。
NHKは、2017年９月会合から、主にTSG RANと物理層
を所掌する作業班RAN WG1（Working Group 1）にお
いてMBMSの放送利用に関する調査を行っている。

3GPP Release 16（第16版）における5G（第５世代移
動通信システム）のMBMSについては、4G（第４世代
移 動 通 信 シ ス テ ム ） の 信 号 構 造 で あ るLTE（Long 
Term Evolution）をベースとしたシステムの検討が進
められた。2019年12月、LTEベースの5G MBMSに関し
て、TSG RANでの検討がおおむね完了した。また、5G
の基本技術であるNR（New Radio）ベースの5G MBMS
について、2020年６月以後に審議を開始することが決定
された。

以上の活動は、村山研一、中戸川 剛、蔀 拓也、佐藤
明彦が主に担当した。

（２）W3C
W3C（World Wide Web Consortium） は、HTML5

などウェブ技術の規格化を推進する標準化団体である。
NHKは2011年にW3Cに加入し、各種ウェブ技術をテレ
ビサービスに適用するための要件定義を行うWeb and 
TV （2017年にMedia and Entertainmentに改名）Interest 
Group会合において、ハイブリッドキャストの標準化動
向や課題の共有を行ってきた。

2011年に放送通信連携サービス用ブラウザに対する要
件を入力し、2012年にはハイブリッドキャストの理念と
ユースケースについて報告した。2013年にはハイブリッ
ドキャスト技術仕様1.0版の概要、2014年には同技術仕
様2.0版の概要を報告した。2015年には、2.0版に導入さ
れた新しいVOD（Video on Demand）技術方式による
4K配信等のデモやテレビ受信機ブラウザにおける実装
上の課題を民間放送事業者と共同で報告した。2017年に
は、総務省の4K配信実証実験やIPTVフォーラムのパ
フォーマンステストイベントなどハイブリッドキャスト
の普及に向けた取り組みを紹介した。2018年には、ハイ
ブリッドキャスト技術仕様2.2版に導入された新たな端
末連携機能であるハイブリッドキャストコネクト（ハイ
コネ）の概要を紹介し、2019年には、ハイコネや動画再
生時刻に基づくイベント通知機能に関するユースケース
の紹介とデモを実施した。またIoT機器の相互接続を図
るWeb of Things Interest Groupに参加し、放送とIoT
機器との連携に関するユースケースの提案とデモを実施
した。

以上の活動は、藤沢 寛、松村欣司、西村 敏、大亦寿
之、池尾誠哉、大西正芳、遠藤大礎、阿部晋矢が主に担
当した。

（３）IPTVフォーラム
HTML5をベースとした放送通信連携システム「ハイ

ブリッドキャスト（Hybridcast）」を標準規格化するた
めに、2011年、IPTVフォーラムのHTML5 WGに参画
した。2013年の実用化に向けて放送信号によるHTML
アプリケーションの起動を行う放送マネージドアプリ
ケーションの実現を中心としたハイブリッドキャスト技
術仕様ver.1.0策定に寄与するとともに、放送波に関わる
部分をARIBの関連規格に移植するなどARIB標準規格
の改定に寄与した（6.1.1項参照）。

2014年度は、さらなるサービスの高度化に向けて、
MPEG-DASH、HLSといったマルチデバイスに展開可能
な動画配信、VOD（Video On Demand）や録画への対応、
放送信号以外の信号でHTMLアプリケーションを制御
する放送外マネージドアプリ、放送・通信の高精度な同
期提示、端末連携のためのプロトコルを共通化した連携
端末通信プロトコルなどを対象としたハイブリッドキャ
スト技術仕様の改訂（ver2.0仕様）に寄与した。

2015年以降も、ハイブリッドキャスト技術仕様の規格
改訂に寄与するとともに、高精細のネット動画や動画挿
入に対応したハイブリッドキャスト（4K）ビデオやス
マホを起点としたテレビサービスやIoTデバイスとの連
携を可能とする端末連携プロトコルなどの標準化に寄与
した（6.2項参照）。

以上の活動は、今泉浩幸、武智 秀、藤沢 寛、松村欣
司、宮崎 勝、西村 敏、大亦寿之、池尾誠哉が主に担当
した。

（４）FOBTV（Future of Broadcast Television）
FOBTVは、2011年に、デジタル放送の国際統一の可

能性など、将来のテレビジョンの在り方を検討すること
を目的に、世界の主要な放送関連標準化団体、放送事業
者、関係企業が参加して発足した。2011年11月の第１回
会合で、マーク・リッチャー氏（ATSC）と久保田所長

（NHK）が組織委員会共同議長を務め、ATSC、CBC（カ
ナ ダ ）、CRC（ カ ナ ダ ）、DVB、EBU、ETRI（ 韓 国 ）、
TV Globo（ ブ ラ ジ ル ）、IEEE-BTS、NAB、NERC-
DTV（中国）、NHK、PBS（アメリカ）、SET（ブラジル）
の13社・団体が創設メンバーとなって共同宣言を発表し
た。

その後、NABやIBCの機会を利用して技術委員会、運
営委員会が開催されている。当初の４年間は次世代地上
放 送 方 式 の 統 一 に 向 け た 議 論 が な さ れ て い た が、
ATSC3.0の標準化が進むなど、世界統一方式の実現が困
難になりつつあることが認識され、各地域・機関の次世
代放送に関する標準化・実用化など最新状況の共有や放
送の将来を議論する場となった。NHKからは、スーパー
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ハイビジョンに関わる標準化・開発状況、4K8K衛星放
送の取り組み状況、NHK技研３か年計画（2018-2020年
度）、地上放送高度化方式とその野外実験などを報告し
た。

以上の活動は、久保田啓一、伊藤崇之、黒田 徹、菅
原正幸、伊藤泰宏、池田哲臣、斉藤知弘、加藤 隆、岩
城正和、境田慎一、土田健一、武智 秀、村山研一、中
戸川 剛、青木秀一が主に担当した。

〔中戸川　剛、西村　敏、藤沢　寛〕

10.9 �滞在研究員、実習生の受け入れ、研究者の派
遣

（１）滞在研究員の受け入れ
次の３つの枠組みで滞在研究員を受け入れた。
① 新規テーマの立ち上げなどのために、研究の１分野

を外部専門研究者に委託する「ポストドクター」
② 将来、ABU諸国の中でNHK技術の理解者となる

キーパーソンを育成することを目的にABUの若手
技術者を公募により招聘する「ABU滞在研究員」

③ 国内放送事業者との共同研究、研究相互協力の一環
として研究員を受け入れる「派遣研究員」

最近10年間の滞在研究員の受け入れ状況は、表10.13
のとおりである。

（２）実習生
開かれた研究所を目指し、大学からの実習生を受け入

れた。実習生は、卒業論文・修士論文の作成を目的とし
て技研の研究者からの指導を受け、放送技術の進歩発展
に日々取り組んだ。実習生の受け入れにより、大学との
連携を密にし、情報交換を行った（表10.14）。

（３）研究者の派遣
放送技術分野における国際化・多様化に対応するため、

高度な専門性と豊かな国際感覚を有する放送人の育成を
目的としたNHKの海外派遣制度の中で、毎年数名、６
か月から１年の期間、研究者を海外へ派遣した。

派遣テーマは、海外の放送機関での技術分野における
動向調査や大学での研究などであり、帰国後は、派遣で

表10.13　滞在研究員の受け入れ状況

（その1）

項目 分野 期間 担当（受け入れ開始時）

ポストドクター

有機半導体 2008.10 ～ 2010.07 材料・デバイス

スピン注入型光変調素子 2008.10 ～ 2011.09 材料・デバイス

カメラトラッキング 2008.11 ～ 2011.11 撮像デバイス

高精細映像における立体感の受容特性 2012.05 ～ 2015.04 人間・情報

ホログラムメモリー 2017.09 ～ 2019.03 新機能デバイス

（その2）

項目 相手先 期間 担当（受け入れ開始時）

滞在研究員

ブラジル TV Globo 2010.02 ～ 2010.06 次世代プラットフォーム

ブラジル TV Globo 2010.03 ～ 2010.06

韓国　ETRI 2011.11 ～ 2012.11 テレビ方式

ブラジル TV Globo 2012.01 ～ 2012.05 次世代プラットフォーム

TBSテレビ（派遣研究員） 2013.02 ～ 2013.06 次世代プラットフォーム

テレビ朝日（派遣研究員） 2014.01 ～ 2014.06 ハイブリッド放送システム

ブラジル TV Globo 2016.01 ～ 2016.04 伝送システム

イギリス　BBC 2017.02 ～ 2017.10 テレビ方式

朝日放送テレビ 2018.05 ～ 2019.03 ネットサービス基盤

テレビ朝日 2018.09 ～ 2019.06 ネットサービス基盤

ブラジル TV Globo 2019.01 ～ 2019.06 伝送システム

朝日放送テレビ 2019.06 ～ 2020.05 ネットサービス基盤

ABU滞在研究員

韓国　KBS1 2011.12 ～ 2012.11 次世代プラットフォーム

ベトナムVTV2 2012.12 ～ 2013.05 放送ネットワーク

ベトナムVTV2 2015.11 ～ 2016.03 テレビ方式

ベトナムVTV2 2016.01 ～ 2016.05 テレビ方式

イランIRIB3 2018.12 ～ 2019.03 スマートプロダクション

1 Korean Broadcasting System
2 Vietnam Television
3 Islamic Republic of Iran Broadcasting
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得た成果・経験を研究業務に生かした。
また、NHK内では得られない経験を積むことで高い

専門性と広い視野を得ることを目的として、国内の研究
機関に研究者を派遣した。

10年間の派遣状況を表10.15に示す。
〔藤崎　好英〕

10.10 研究成果の発表
研究で得られた成果は、国内外の学会や一般雑誌や書

籍、NHK発行の機関誌（R&D、技研だより、Broadcast 
Technology）などで積極的に公表した（表10.16）。

〔藤崎　好英〕

10.11 番組協力
技研の研究成果を放送番組の制作に活用したり、技研

の職員が番組に出演して技術的解説を行うなど、番組制
作に協力した（表10.17）。主なものは、次のとおりで
ある。

表10.14　実習生の受け入れ状況

年度 人数 大学名（五十音順）

2010 23 韓国高麗大、専修大、電気通信大、東海大、東京電機大、
東京理科大、東邦大、長岡技術科学大、日本大、早稲田大

2011 22
韓国高麗大、専修大、電気通信大、東海大、東京電機大、
東京理科大、東邦大、豊橋技術科学大、長岡技術科学大、
日本大、早稲田大

2012 22 電気通信大、東海大、東京電機大、東京理科大、東邦大、
長岡技術科学大、早稲田大

2013 24 慶応義塾大、電気通信大、東海大、東京工業大、東京女子
大、東京電機大、東京理科大、長岡技術科学大、早稲田大

2014 17 電気通信大、東海大、東京電機大、東京理科大、長岡技術
科学大、早稲田大

2015 21 神奈川工科大、東海大、東京電機大、東京都市大、東京理
科大、早稲田大

2016 18 電気通信大、東海大、東京大、東京電機大、東京都市大、
東京理科大、長岡技術科学大、早稲田大

2017 17 電気通信大、東海大、東京電機大、東京都市大、東京農工
大、東京理科大、長岡技術科学大、早稲田大

2018 9 電気通信大、東京農工大、東京理科大、早稲田大

2019 11 電気通信大、東海大、東京大、東京理科大、豊橋技術科学
大、早稲田大

表10.15　研究員の派遣状況

派遣先 期間 テーマ

国外

アメリカ　NBC 2010.08 ～ 2011.02 アメリカにおける放送通信連携サービスおよび関連技術の最新状況調査・研究

イギリス　サリー大 2010.08 ～ 2011.02 多視点映像からの3次元情報生成に関する研究

アメリカ　シスコシステムズ社 2011.10 ～ 2012.04 次世代映像配信システムおよびアーキテクチャーの技術調査

アメリカ　ロッチェスター工科大 2011.11 ～ 2012.06 スーパーハイビジョンシステムの表色系に関する研究

カナダ　ブリティッシュコロンビア大 2012.07 ～ 2012.12 映像解析に基づく人物動作認識の研究

オランダ　デルフト工科大 2012.09 ～ 2013.02 高フレームレート超高精細撮像デバイスの高感度化に関する研究

アメリカ　デューク大 2013.08 ～ 2014.01 複数台のカメラを用いた超多画素カメラシステムの構築技術の研究査

アメリカ　ミシガン大 2013.08 ～ 2014.02 シート型ディスプレーの大画面化・多画素化に適した画素構造の研究

アメリカ　ダートマス大 2014.09 ～ 2015.02 超多画素単板カラーカメラシステムに関する研究

カナダ　カルガリー大 2014.11 ～ 2015.11 コンテンツ配信におけるコンテンツ保護およびプライバシー保護の研究

アメリカ　マサチューセッツ工科大学 2015.09 ～ 2016.03 8Kコンテンツ活用のためのインタラクティブシステムとその応用技術の研究

アメリカ　カーネギーメロン大 2016.01 ～ 2017.01 情報セキュリティーの研究

イギリス　BBC 2016.01 ～ 2016.07 通信ネットワーク技術を用いた番組制作システムの調査・研究

スペイン　バレンシア工科大 2016.10 ～ 2017.03 次世代地上放送技術の研究

スペイン　ポンペウ・ファブラ大 2016.11 ～ 2017.05 次世代映像符号化技術の研究

アメリカ　カリフォルニア大 2017.03 ～ 2017.08 AR技術等を応用した新しい映像体験提供の研究

アメリカ　MIT ボストン校 2017.09 ～ 2018.03 人の立体認知特性に基づく空間情報モデリングに関する研究

ベルギー　IMECインターナショナル 2017.09 ～ 2018.09 最先端半導体製造技術を用いた高画素密度、高機能イメージングセンサの研究

オーストラリア　メルボルン大 2017.10 ～ 2018.04 自然言語処理研究の最先端の調査・研究

アメリカ　MITメディアラボ 2018.01 ～ 2018.07 8Kディスプレーを利用した複数人による協力型インタラクティブコンテンツの制作

アメリカ　MITメディアラボ 2018.09 ～ 2019.08 センサーネットワークを用いた3次元音響のインタラクティブコンテンツの制作

アメリカ　スタンフォード大 2018.10 ～ 2019.04 放送と融和するフレキシブル・ウェアラブルエレクトロニクスの調査研究

アメリカ　コネチカット大 2019.07 ～ 2020.01 3次元映像の高品質化技術に関する研究

アメリカ　MITメディアラボ 2019.06 ～ 2020.05 実空間における対面コミュニケーションを活性化するウェアラブルデバイス及びソフ
トウェアの研究

国内

兵庫県立大 2015.08 ～ 2016.01 高度な情報セキュリティの技術力、知識の修得

秋田大 2016.08 ～ 2016.10 立体表示用デバイス開拓に向けた新奇材料の研究

独立行政法人情報処理機構（IPA）産業
サイバーセキュリティセンター 2018.07 ～ 2019.06 独立行政法人情報処理機構（IPA）産業サイバーセキュリティセンター中核人材育成

プログラムへの参加によるセキュリティ技術力の向上

サイバーエージェント 秋葉原ラボ 2019.05 ～ 2019.08 インターネット事業における大規模データの分析基盤の開発等のノウハウの習得
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・8Kスーパーハイビジョン
試験放送「NHKスーパーハイビジョン」、本放送

「NHK BS8K」や、8Kのパブリックビューイングで使用
する8Kコンテンツを制作するため、技研で開発した多
くの機材が活用された。「8K2倍速スローモーションシス
テム」や「8K240Hzスローカメラ」といった映像機材、
伝送機材とともに、「３次元付加音響装置」や「22.2ch
ラウドネスメーター」など22.2ch音響の制作機材が活用
された。

・高性能マイク
高い指向性を持つリアキャンセルマイクや、高温多湿

など過酷な環境でも安定に収音できるシリコンマイク、
虫の足音のような小さな音を収音できる昆虫マイクがさ
まざまな番組制作で活用された。

・マイクロダイバーシティ受信システム
従来よりも安定に移動中継が可能なシステムとして、

マラソン、ゴルフなど多くの中継番組で活用された。

・ミリ波モバイルカメラ
機動的なカメラワークを実現できる、ミリ波帯の電波

を使用したワイヤレスカメラ “ミリ波モバイルカメラ”
が、ゴルフ中継や、紅白歌合戦などの音楽番組で活用さ
れた。

・ハイブリッドセンサーによるバーチャルスタジオ
大がかりな設備を用いることなく、撮影映像とCG映

像を合成することができることから、地方局のさまざま
な番組制作で活用された。

・超高感度ハイビジョンHARPカメラ
「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」や「試して

ガッテン！」や複数の地方局の番組で、星空の撮影や夜
間に光る動物の眼を捉えるなど活用された。

・白黒映像カラー化技術
AI技術により過去の白黒映像をカラー化するシステ

ムで、「NHKスペシャル」や「大河ドラマ」のほかアー
カイブス番組のカラー化のために活用された。

・軌跡表示システム
ボールやストーンの軌跡を画像処理により計測し、

CG描画するシステムで、「ゴルフ中継」や「カーリング
中継」等のスポーツ中継で活用された。

〔萩原　啓〕

10.12 研究広報
10.12.1 出版広報

（１）機関誌の発行
主に技術者向けの「NHK技研R&D」、一般の方を対

象とした「技研だより」、英文機関誌の「Broadcast 
Technology」について、いずれも印刷版とホームペー
ジに掲載する電子版の両方を発行した。また、電子版の
み で 不 定 期 に 発 行 し て き た 英 文 論 文「NHK 
Laboratories Note」は2009年度までに終了した。
「NHK技研R&D」は、毎号を研究分野ごとの特集号

として企画した。識者による巻頭言、最新技術の解説や
論文、研究所の動向などを掲載し、研究成果の学術的意
義を広く発信した。印刷版の販売については、環境経営
への取り組みの一環として2009年度をもって取りやめ、
2010年度からは電子版の発行を開始し、無料で閲覧でき
るようにした。
「技研だより」は平易な表現を用いて、技術者以外の

方にもわかりやすい内容の構成とした。速報性を有する

表10.17�番組協力件数

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

件数 82 61 55 53 34 31 28 23 46 57

表10.16　研究成果の発表状況

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

刊行物 

和文機関誌 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

英文機関誌 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

国内学会誌 63 74 67 58 62 53 56 56 47 47

海外学会誌 20 24 37 34 34 25 26 18 27 20

その他　一般雑誌などへの寄稿  73 81 54 51 51 54 54 55 48 55

寄与文書 55 42 47 47 41 56 53 37 77 62

計 235 245 229 214 212 212 213 190 223 208

講演 

国内学会講演会、研究会 269 285 267 265 241 260 231 232 220 236

海外学会講演会、国際会議 134 137 115 130 120 168 153 160 195 146

講師派遣 93 83 99 72 79 63 72 55 58 62

計 496 505 481 467 440 491 456 447 473 444
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記事を中心に、研究内容の紹介や連載企画などを掲載し
た。

英文機関誌「Broadcast Technology」は、技研の研
究活動や海外での展示報告を中心として、日本の放送技
術の最新動向に関する情報を世界に発信した。

この10年間の機関誌の発行状況を下記に記す（発行部
数は2019年度末現在）。
・NHK技研R&D：No.121～180
（隔月刊、毎号1,600部）

・技研だより：No.61～180
（月刊、毎号2,700部）

・Broadcast Technology：No.40～79
（季刊、毎号1,500部）

（２）単行本の発行
2011年に「研究史’00~’09」を発行した。編集委員会

の委員長を伊藤崇之と藤沢秀一が、編集を佐々木誠と松
井利行が担当した。

（３）研究年報
技研の活動を年単位でまとめ、NHK内部および関係

者への周知と記録・保存を目的として研究年報を刷成し、
配布している。また、技研の研究活動の国際的な理解促
進を目的に英文年報「Annual Report」を毎年発行した。

（４）その他の印刷物
毎年開催した技研公開では、案内用のリーフレットを

作成し、来場者に配布した。A5判もしくは変形A4版の
カラー刷りで16 ～ 20ページとし、会場案内図、展示概
要、講演・イベントのプログラムなどを掲載した。また、
海外からの来場者に向けて英語版のリーフレットを2016
年から作成して配布した。

NHK技研３か年計画の公表にあたっては、そのエッ
センスをわかりやすくまとめ、A4版のカラー刷りでパ
ンフレットを作成して配布した。
・2012～2014年度NHK技研３か年計画
（2012年４月発行、14ページ）

・2012 ～ 2014年度NHK技研３か年計画別紙
（2012年４月発行、10ページ）

・ 2015-2018年度NHK技研３か年計画 ～8Kスーパーハ
イビジョン　そしてその次へ～

（2015年４月発行、12ページ）
・ NHK技研３か年計画（2018-2020年度）～Creation for 

2020 and beyond～
（2018年４月発行、12ページ）
研究所の紹介パンフレットは、カラー刷り8 ～ 12ペー

ジで研究所の概要や年表、研究内容などを写真と図を交
えてわかりやすく紹介した。日本語版と英語版を作成し
て内外からの見学者へ配布するとともに、電子版をホー
ムページにも掲載した。2013年にデザインを一新し、以
降はデザインを保ったまま、研究内容や組織などを最新
の情報に改める修正を毎年行った。

〔萩原　啓〕

10.12.2 報道発表
広報局と連携し、研究業務の積極的な報道発表に努め

た。特に技研公開にあたって公表する新技術については
時宜を逸しないよう集中的な発表を行った。また、技術
的な研究成果のみならず、イベントや外部展示について
も発表し、技研の活動の周知を図った（表10.18）。加
えて、新聞などからの取材にも積極的に対応した（表
10.19）。

〔冨山　仁博〕

10.12.3 開所記念行事、研究所一般公開
放送技術研究所開所記念行事である「技研公開」では、

講演や研究発表、研究成果の展示などが行われ、視聴者
や関連学界、業界への活動のPRの場として重要な役割
を果たしている。毎年、開所記念日にあたる６月１日に
近い５月末に開催することが定着している。この10年間
は、毎年約20,000人が来場した（表10.20）。

開所80周年を迎えた2010年の技研公開では、スーパー
ハイビジョン・フル解像度カメラなど合計44項目の研究
成果を展示し、22,000人以上が来場した。毎年、エント
ランスでは、その年の目玉となるテーマに関連する技術
を紹介し、2013年にはハイブリッドキャストのさまざま
なサービス技術を、8Kスーパーハイビジョンの試験放
送開始を１年前に控えた2015年には、8Kの衛星放送実
験を展示した。また、技研公開で恒例となっている8K
スーパーハイビジョンシアターは、2011年までは１階の
実験スタジオで上映していたが、2012年以降は技研講堂
で実施した。このほか、職員や外部から招いた講師によ
る基調講演と、職員による研究発表を開催することを基
本としている。2019年には、研究発表を “ラボトーク”
という新しいスタイルで実施した。

例年の技研公開に加え、2010年10月には開所80周年記
念イベントを開催し、世田谷区にも協力いただき、地域
の皆様にお楽しみいただける体験展示やスーパーハイビ
ジョンシアター、世田谷区の子供たちや技研職員による
演奏会などを実施した。

また、2011年には衛星放送、2016年にはハイビジョン
と緊急警報放送がIEEEマイルストーンに認定され、
2011年は技研で、2016年はハイアットリージェンシー東
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表10.19　取材対応の件数

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

件数 51 37 28 35 22 21 14 10 15 12

表10.18　報道発表状況

年月日 発表項目

2010. 5.18 
         5.19 
         5.20 

 
5.21 
5.24 

 
9. 6
9.29

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
一部の地域におけるNHKデジタル総合テレビの受信障害に
ついて

2011. 1.13
3. 4
5.19

5.20

5.24

7.19
11.18

実用的な小型SHVプロジェクターを開発！
マラソン中継で初！新開発の受信システム
世界初スーパーハイビジョン対応直視型85V型液晶ディス
プレイの開発に成功
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がより鮮明に!
ファイルベースシステムが快適に、大きく進化!
インテグラル立体テレビでVFXによる演出が可能に!
ハイビジョン高画質を維持可能な｢電子透かし｣!
NHKの衛星放送開発がIEEEマイルストーンに認定!

2012. 2.23
3. 1
4.27

5.10

5.15
5.17

5.18
7. 5
8.23
9. 4

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
将来のネットワークの省電力化へ前進
145インチスーパーハイビジョン用プラズマディスプレイを
開発
第66回NHK放送技術研究所の一般公開について
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
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システムを開発
高フレームレートSHVプロジェクターを開発
電子ホログラフィー用デバイスを開発
日本で初めて「IBC国際栄誉賞」を受賞
スーパーハイビジョンテレビの国際規格に！
消費電力1/3・寿命７倍の有機ELデバイスを開発

2013. 1.10
2.19
3. 7
3.18
5. 9

5.16

5.23

5.27

6.18
9. 5

「第67回技研公開」の日程を決定
ケーブルテレビでもスーパーハイビジョンが視聴可能に！
NAB2013でNHKの最新技術を紹介
メガネなし立体テレビ用カメラの画質が向上！
新しい多視点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
「第67回技研公開」の開催について
世界初！ スーパーハイビジョン（8K）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スーパーハイビジョン

（8K）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
ハンディカメラでリアルタイムCG合成を実現
超小型 スーパーハイビジョン（8K）Cube 型カメラヘッド
を開発

「2013年 ウォルター・コソノキー賞」を受賞
手話CG 評価ホームページを開設

2014. 1.20
2.13
5.15

5.20

5.22

9. 4

9.11
10.16
12.16

8Kスーパーハイビジョン 地上波での長距離伝送実験に成功
「第68回 技研公開」の日程を決定
水中ワイヤレスIP伝送技術を開発
8Kスーパーハイビジョン国内最大のケーブルテレビ施設で
の伝送実験に成功
世界初！ 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

「第68回　技研公開」の開催について
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” 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
物体の硬さの触感覚も伝達できるシステムを開発
世界初公開！ NHKが開発した120Hzの8Kスーパーハイビ
ジョンカメラの撮影映像
長寿命で低コストなリン光有機ELデバイスを実現
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て “新たな
撮像デバイス” の技術開発に成功

年月日 発表項目

2015. 1. 8
2. 9

5.14

5.26

9. 3

「第69回　技研公開」の日程を決定
災害時に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」の開催について
8Kスーパーハイビジョン衛星放送実験 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
“MPEG-DASH視聴プレーヤー” を開発
インテグラル立体テレビの画質を向上
双方向機能を持つ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 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！ HDR 対応85V型8K液晶ディスプレイを開発

2016. 4. 7

5.24

9.29

10. 6

「技研公開2016」の開催について
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
フレキシブルディスプレイ用有機ELデバイス 酸化に強
く・長寿命・省電力のOLED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
8KスーパーハイビジョンFPUを開発
4K・8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ再放送実現
に向けて伝送方式の共同評価を開始
8Kスーパーハイビジョンの10Gbps級光インターネット回線
多チャンネル伝送実験に成功
4K・8Kスーパーハイビジョンケーブルテレビ用小型受信装
置を開発
NHKがエミー賞の技術部門賞を受賞！

2017. 2.20
4. 6
5.23

11.8

気象情報手話CG評価サイトを開設
「技研公開2017」の開催について
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

「Inter BEE 2017」への初出展について

2018. 1.24
3.30
4. 5

5.22

「第47回　番組技術展」、「第72回　技研公開」の日程を決定
最新の8Kコンテンツ・制作機材をNAB SHOW 2018に出展

「技研公開2018」の開催について
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映像符号化装置
を開発
8K高速度カメラとスロー再生装置の開発
テレビとスマホやIoT機器の連携を容易に「ハイコネ®･ラ
イブラリ（Hybridcast Connect Library）」を開発

2019. 1.18
3.29

4. 4
4.25

9.17

11.18

「技研公開2019」の開催について
世界初の8K放送システム、将来のメディア技術をNAB 
SHOW 2019に出展

「技研公開2019」の展示内容について
8Kワイヤレスカメラの開発について
8K 120Hz映像のライブ制作・衛星伝送実験について
広い視聴範囲の個人視聴用インテグラル3Dテレビについて
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
料の開発について
30インチのフレキシブル有機ELディスプレーの開発につい
て

2020. 3.27 200万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
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表10.20　技研公開と主な記念行事の実施状況

年月日・行事日程 項目数 主な内容 来場者数 その他

2010.5.25 式典
26 招待公開
27 一般公開
28 一般公開
29 一般公開
30 一般公開
31 一般公開

44 スーパーハイビジョン・フル解像度カメラシステム、スーパーハイビジョン高効
率映像符号化装置、次世代地上放送に向けた伝送技術、高分子膜を用いた軽量ス
ピーカー、スーパーハイビジョン音響の家庭再生、22.2マルチチャンネル音響制作
システム、電波テレビカメラ
講演：久保田啓一、グレン　ライトマイヤー（NBCユニバーサル）、岩浪剛太（イ
ンフォシティ）、伊福部達（東京大学）

22,087 「 技 研80年　 さ ら
なる未来へ」

2010.10.16 技研開所 
80周年記念イベント

17　　〃

― 挨拶：久保田啓一
体験展示：バーチャルスタジオによる写真撮影、3D映像、音声認識技術や顔認識
技術を利用したゲームなど
演奏・合唱：Dream Jazz Band、NHKフレンドシップ管弦楽団・合唱団、技研ジャ
ズバンド、千住明、山野小学校合唱団、桜丘小学校吹奏楽部
イベント：クイズ大会、科学教室、技研の歴史の紹介、親子工作体験

4,402 「 開 所80周 年 記 念
イベント～世田谷
の皆様と80年。こ
れからもご一緒に。
～」

2011.5.24 式典
25 招待公開
26 一般公開
27 一般公開
28 一般公開
29 一般公開

36 進化し続けるデジタル放送、Hybridcast®、放送とソーシャルネットワークの融合
teleda、次世代TVスーパーハイビジョン、家庭で楽しむスーパーハイビジョン、
スーパーハイビジョン単板撮像装置、次世代衛星放送に向けた大容量伝送技術、
インテグラル立体テレビ、番組映像検索システム
講演：ラリー　ゴールドバーグ（WGBH）、伊藤崇之

18,873 「あなたに伝えた
い、デジタル放送
の未来」

2011.11.19 IEEE 
マイルストーン認定式典

（衛星放送）

― 銘板贈呈：David E.Burger（IEEE History Committee）
受贈：小野直路
記念講演：木村悦郎、吉野武彦

―

2012.5.22 式典
23 招待公開
24 一般公開
25 一般公開
26 一般公開
27 一般公開

36 Hybridcast、やさしい日本語への書き換え支援技術、スーパーハイビジョン用小
型カメラヘッド、次世代地上放送に向けた大容量伝送技術、120Hzスーパーハイビ
ジョンプロジェクター、145インチスーパーハイビジョンディスプレイ、時空間ト
レリス符号化MIMO伝送システム、超高精細空間光変調器
講演：藤沢秀一、加藤久和、鹿喰喜明

19,722 「わくわくが、あ
ふれだす」

2013.5.28 式典
29 招待公開
30 一般公開
31 一般公開
6.1 一般公開

2 一般公開

35 ハイブリッドキャスト、機動的なスーパーハイビジョン番組制作機材、スーパー
ハイビジョンHEVCリアルタイムエンコーダー、次世代地上放送に向けた大容量伝
送技術、2次元・3次元情報の触覚・力覚提示技術、多視点ロボットカメラシステム、
低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式、フレキシブル有機ELディスプレー
講演：マシュー・ポストゲート（英国放送協会（BBC））、伊藤晋（東京理科大学）

20,607 「 期 待、 見 た い、
感じたい」

2014.5.27 式典
28 招待公開
29 一般公開
30 一般公開
31 一般公開
6.1 一般公開

31 超小型120Hz 8Kスーパーハイビジョンカメラ、フルスペック8Kスーパーハイビ
ジョン映像機器、8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送方式、立体像表
示のためのスピン注入型空間光変調器、立体や図を伝える触覚提示技術、8Kスー
パーハイビジョン放送の高機能化に向けたMMT伝送技術、リアルタイム時空間解
像度変換装置、可視光を用いた水中ワイヤレスIP伝送技術
講演：永井良三、樋口知之

20,115 「ココロ動かすテ
クノロジー」

2015.5.26 式典
27 招待公開
28 一般公開
29 一般公開
30 一般公開
31 一般公開

26 8K衛星放送実験、8K放送のケーブルテレビ伝送システム、広色域レーザーバック
ライト液晶ディスプレーと高品質色域変換、フルスペック8Kスーパーハイビジョ
ンプロジェクター、MPEG-DASH視聴プレーヤーとコンテンツ配信技術、インテ
グラル立体テレビ、高信頼・高速な双方向FPU
基調講演：黒田徹、須藤修（東京大学）

20,123 「究極のテレビへ、
カ ウ ン ト ダ ウ
ン！」

2016.5.11 IEEE 
マイルストーン認定式典

（ハイビジョン、緊急警報放送） 

― 銘板贈呈：Karen Bartleson （IEEE 次期会長）
受贈：籾井勝人
記念講演：白川功、正源和義、西澤台次

―

2016.5.24 式典
25 招待公開
26 一般公開
27 一般公開
28 一般公開
29 一般公開

27 進化がつづくスーパーハイビジョン、インターネット活用技術、スマートプロダ
クション、立体テレビ、アーカイブ用ホログラムメモリー、スーパーハイビジョ
ン衛星放送のケーブルテレビ再放送技術、8KスーパーハイビジョンFPU、シート
型ディスプレーの要素技術
講演：相澤清晴（東京大学）

20,371

2017.5.23 式典
　　　24 招待公開
　　　25 一般公開
　　　26 一般公開
　　　27 一般公開
　　　28 一般公開

30 AIを活用したスマートプロダクション、IoT連携で広がるテレビ×ネット×ライフ、
メディア統合プラットフォーム、三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシス
テム、インタラクティブな視聴を実現するネットサービス技術、スポーツ番組の
音声ガイド、インテグラル立体テレビの要素技術、高色純度有機ELデバイス、
バーチャルリアリティーを体験してみよう
基調講演：岩浪剛太（インフォシティ）、David Wood（EBU技術顧問）

20,194 「2020年 へ、 そ の
先へ、広がる放送
技術」

2018.5.22 式典
　　　23 招待公開
　　　24 一般公開
　　　25 一般公開
　　　26 一般公開
　　　27 一般公開

24 NHK技研3か年計画、広がる視聴スタイル、音声認識による書き起こし制作システ
ム、映像自動要約システム、白黒映像の自動カラー化技術、テキストビッグデー
タ解析技術、ロボット実況・自動解説放送、スポーツ情報の手話CG制作システム、
テレビ×ネット×ライフを創る行動連携技術、8K番組素材の移動伝送技術、8K4
倍速スローモーションシステム、8K120Hz映像符号化・復号装置、30万画素3次元
映像システム
基調講演：黒田徹、暦本純一（東京大学）

20,500 「 よ り リ ア ル に、
スマートに、あな
たとつながる」

2019.5.28 式典
　　　29 招待公開
　　　30 一般公開
　　　31 一般公開
　　　6.1 一般公開

　　　2 一般公開

24 2020 ～ 2040年ごろのメディア技術、高精細VR技術、ARを活用したテレビ視聴ス
タイル、視点に追従するインテグラル3D映像、フルスペック8Kライブ制作伝送実
験、スーパーハイビジョンワイヤレスカメラ
基調講演：稲見昌彦（東京大学）、塩入諭（東北大学）
ラボトーク

21,702 「ワクからはみ出
せ、未来のメディ
ア」
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京（新宿）で式典を開催し、銘盤の贈呈や記念講演が行
われた。

〔池谷　健佑〕

10.12.4 視察、見学者対応
8Kスーパーハイビジョンの実用化に向けた研究開発

の急速な進展とともに、国内外の官公庁、放送・通信・
メディア関連機関、大学、標準化団体などから、多数の
視察・見学要望があった。海外からはデジタル放送導入
の検討を目的としてISDB-T関連技術の視察に訪れる政
府、放送関係者もあった。技研の研究活動の理解促進、
研究成果の普及展開を図るためにこれらの要人の訪問を
積極的に受け入れた（表10.21）。

視察・見学対応では、8Kスーパーハイビジョン関連
技術を中心に開発機器のデモンストレーションやコンテ
ンツ上映を行った。2012年には技研講堂に8Kスーパー
ハイビジョン上映設備を導入し、見学の目玉として活用
した。その他、来所者の関心に合わせてハイブリッド
キャスト、手話CGなどユニバーサルサービス技術、AI
の番組活用技術、次世代地上放送技術などのデモンスト
レーションを実施した。さらに、将来メディアとして開
発している3D映像技術など長期的な研究への取り組み
も紹介した。

一般の視聴者向けには、エントランスロビーに常設し
ている見学コーナーを2011年にリニューアルして研究活
動の理解促進に努めた。また、8Kスーパーハイビジョ
ンの迫力ある映像をいつでも体感していただけるように、
2014年には140インチのリアプロジェクション型の8K
ディスプレーを常設し試作コンテンツを上映した。さら
に、2016年からは、家庭での視聴イメージを体験できる
ように85インチのLCDと22.2chマルチチャンネル音響を
備えた8K リビングシアターを設置して、試験放送、本
放送の受信公開を行った。

〔鴨田　浩和〕

10.12.5 外部展示
技研の研究・開発成果を広くPRすることを目的とし、

国内外における外部展示を行った（表10.22）。
国内で開催された大規模展示会では、毎年10月に開催

される最先端IT・エレクトロニクス総合展CEATEC 
JAPANで、2010年から2016年まで毎年、技術局と連携
してNHK/JEITAブースを構えハイブリッドキャストや
8Kスーパーハイビジョンを中心とした展示を行った。
4K・8Kスーパーハイビジョン試験放送を翌年に控えた
2015年には、CEATECの展示会場で衛星による8K実験
放送の受信公開を行った。毎年11月に開催される放送機
器展Inter BEEでは、2017年から2019年まで毎年、技術
局と連携してNHK/JEITAブースを構え2018年に開始さ
れる新4K8K衛星放送の普及や8Kスーパーハイビジョン
の最新機器などの展示を行った。

海外開催のイベントでは、例年４月にアメリカのラス
ベガスで開催される世界最大の放送機器展NAB Show
で、2010年に技研の研究内容をポスターで展示し、2013
年から2018年までは毎年、8Kスーパーハイビジョンを
中心とする最新の研究成果の展示と大画面の8Kシア
ターでのコンテンツ上映を行った。4K・8Kスーパーハ
イビジョンの試験放送が開始される2016年から本放送が
開始される2018年まではNHK内の関係部局とも連携し、
海外の放送関係者への8KのPRを推進した。2019年は8K
の普及促進と併せて、3Dテレビなど将来のメディア技
術の最新の研究成果を展示した。また、例年９月にオラ
ンダのアムステルダムで開催される欧州最大の放送機器
展IBCでは、毎年8Kスーパーハイビジョンを中心とする
最新の研究成果の展示と8Kコンテンツ上映を行い、
2010年 と2011年 に は 大 画 面 の8Kシ ア タ ー を 設 け た。
2015年１月にUAEのドバイで開催されたIBCのサテライ
トイベント “IBC Content Everywhere MENA” でも8K
スーパーハイビジョンを展示した。

放送センターで毎年５月の大型連休期間に開催された
“渋谷DEどーも” で2010年から2016年まで毎年、テレビ
の仕組みや、立体テレビなどの体験展示を行った。特に
2014年には展示ブース「どーも技研です」を設け、8K
スーパーハイビジョンを含む技研の技術を展示した。ま
た科学番組関連のイベント “NHKサイエンススタジア
ム” やスポーツ関連のイベント “Nスポ！” では、技研
の特殊撮影用カメラや、人にやさしい放送技術、スポー
ツ番組の魅力をよりよく伝える特殊撮影技術などの展示

表10.21　来訪、見学者数の推移（技研公開時を除く）

年度
全体 うち海外関係

件数 人数 件数 人数

2010 93 1,399 40 411

2011 99 2,007 41 286

2012 130 1,190 33 327

2013 126 1,771 41 387

2014 140 1,989 36 519

2015 90 1,367 32 282

2016 81 1,649 31 214

2017 70 1,200 26 242

2018 55 974 18 145

2019 41 848 15 177

表10.22�外部展示の件数

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

海外 2 1 1 3 7 8 3 2 2 5

国内 40 36 20 28 46 48 24 35 30 19
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を行った。NHKは新4K8K衛星放送を開始する2018年12
月の１年前にあたる2017年12月には新宿で、４か月前の
2018年８月には品川で、そして開局時には渋谷で普及推
進イベント “4K・8Kスーパーハイビジョンパーク” を
開催した。技研も8Kシート型ディスプレーと22.2ch音響
を備えた8Kリビングシアターを展示し、8Kスーパーハ
イビジョンの家庭視聴スタイルを紹介し、普及促進に貢
献した。

オリンピックやサッカーワールドカップなどの大規模
スポーツイベントにあわせた8Kスーパーハイビジョン
のパブリックビューイング（8KPV）をNHK内の関係部
局と連携して実施した。2012年のロンドンオリンピック
の期間中、オリンピック放送機構（OBS）、英国放送協
会（BBC）と共同で8KPVを日本、イギリス、アメリカ
の３か国・９会場で実施した。2014FIFAワールドカッ
プブラジルでは日本、ブラジルの２か国・７会場で、
FIFA女子ワールドカップ2015カナダ大会では日本、ア
メリカ、カナダの３か国・5会場で8KPVを実施した。
2016年８月に開催されたリオデジャネイロオリンピック
で は、 日 本 国 内 で はNHKの4K・8K試 験 放 送「NHK 
スーパーハイビジョン」で一部の競技を放送し、全国の
NHKの放送局などでの受信公開と、6会場での8KPVを
実施した。また、ブラジルではTV Globoと共同で、8K
地上伝送デモと8KPVを実施した。2018年２月に開催さ
れたピョンチャンオリンピックでも試験放送による受信
公開と、国内５会場で8KPVを実施、６月～７月に開催
された2018FIFAワールドカップロシアでは、国内7会
場で8KPVを実施した。

2010年10月と2019年11月にABU総会が東京で開催さ
れた。2010年総会では技研への見学ツアーを開催し、
8Kスーパーハイビジョンやハイブリッドキャストなど
を紹介した。2019年総会では、会場（新宿）で総会参加
者にNHKの最新の放送技術を紹介する “テクニカル
ショーケース” の中で、フレキシブル有機ELディスプ
レーや、地上放送高度化技術、ARを活用したテレビ視
聴などの、最新の研究成果を展示した。また、さまざま
な専門分野の学会やITUやMPEGなどの国際会議の場で、

専門家に対する8K技術の理解促進や関連する国際規格
の標準化を推進するため、8KPＶやスマートプロダク
ション技術等の展示を行った。

〔澤谷　郁子〕

10.12.6 ホームページ
技研の概要、研究内容、技研公開などのイベント情報、

報道発表資料、機関紙など、技研の研究活動を国内外に
向けて紹介した（図10.3）。

技研の概要では、技研の役割や開所から現在に至るま
での研究の歴史、所内の組織図を掲載した。

研究内容については、専門家向けの研究紹介と、一般
の方向けの研究紹介を設け、研究の進捗にあわせて最新
の内容を紹介した。また、2015年には、技研の研究成果
を動画で分かりやすく紹介する「広報動画ライブラ
リー」を設けた。

機関誌などの刊行物については、専門家向けに隔月刊
行の「NHK技研R&D」、一般向けに毎月刊行される機
関誌「技研だより」、海外向けに季刊で刊行される英文
機 関 誌「Broadcast Technology」、 研 究 年 報、Annual 
Report、研究史の内容を全文掲載した。

また、2013年、2015年にホームページのデザインを更
新した。

技研公開の紹介ページを毎年開設し、講演や研究発表、
展示、イベントなどを紹介した。また、技研公開の土日
に開催するイベントの参加者をホームページで募集した。
2014年からは、スマートフォンやタブレット向けのホー
ムページを開設し、会場案内やおすすめの見学ルートを
掲載するなど、来場者の利便性を向上させた。2018年か
らは、各展示項目のページに関連した機関誌などへのリ
ンクを掲載した。

2011年からはアカウント名nhk_gikenで、ツイッター
を活用して、技研公開や機関誌の発行などの最新情報を
周知している。

以上の研究広報業務は、比留間伸行、後沢瑞芳、冨山
仁博、加藤 隆、佐藤庄衛、岩城正和、石井紀彦、浜口
斉周、木村恭子、藤井亜里砂、村山研一、金子浩之、久

図10.3　技研ホームページの表示画面

2010～2012年 2013～2014年 2015～2019年（左：PC表示　右：スマートフォン表示）
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富健介、中戸川 剛、澤谷郁子、山田一郎、宮崎 勝、中
嶋宜樹、鴨田浩和、萩原 啓、池谷健佑、千田和博が担
当した。

〔池谷　健佑〕

10.13 研究業務支援
10.13.1 研究支援情報システム

（１）研究支援情報システムの整備
研究関連業務を効率的に推進するために各種業務シス

テムの整備、改修を進めた。
所内での情報共有や業務システムへのアクセスを提供

する「技研ポータル」と所内ユーザーの属性を管理する
「ユーザー管理データベース」について、2019年度に
NHKが整備したクラウド基盤（部局クラウド）へのシ
ステム移行に着手した。また、秘匿性の高い業務情報に
ついて、技研のファイルサーバーから部局クラウドの
ファイルサーバーへ2018年度からデータの移行を開始し
た。

ペーパーレス化や決裁の迅速化を目的としたオンライ
ンシステムの開発・整備を進めた。2013年度に、実験試
験局の電波発射に関する連絡票や職員就業規則で定めら
れた外部協力への許可事項に関する許可願をwebデータ
ベース化した。同じく2013年度に「汎用会議システム」
を、2015年度に「所長報告システム」を整備し、資料の
登録から閲覧までシステムのペーパーレス化を図った。

所内の業務システムに関するサーバー機器類の管理、
運用コスト低減のために、2012年度に仮想化基盤を導入
し、各種の会議用システムや広報の状況を管理するデー
タベース、プロキシサーバーなどの各種システムを収容
した。

所内で利用するサーバー機器を集約する情報機器室内
の消費電力や動作状態をIP（Internet Protocol）で管理、
監視する「電源管理システム」を2014年度に開発・整備
し、障害発生時の迅速な対応を可能にした。

技研公開に活用するシステム開発を進め、2015年度に
「来場者受付システム」を整備し、2017年度には来場者
アンケートをweb化し、それに合わせた集計システムを
構築した。この結果、技研公開に来場された方の反応や
意見を所内で迅速に共有することが可能になり、開催期
間中の展示対応業務に意見を反映させるなど役立てた。

（２）所内LANの整備
技研におけるコンピューターネットワーク設備（所内

LAN）は、1989年以来、研究活動に不可欠なインフラ
設備として活用している。

所内LANのネットワークケーブルの高速化、老朽化
対策を実施した。2015年度に３次幹線系（各階フロアに

敷設したLANケーブル）をCat6対応のケーブルに更新
し、2017年度には2次幹線系（情報機器室から各階EPS
室をつなぐLANケーブル）を10GbE（Gigabit Ethernet）
対応の光ケーブルに更新した。

所内LANのネットワークスイッチの高速化を進めた。
2015年度に各階EPS室に設置しているネットワークス
イッチを10GbEネットワークスイッチに更新し、2018-
2019年度には各実験室のフロアスイッチをギガビット
イーサネット対応のネットワークスイッチに更新した。
また、所内LANの基幹となるコアスイッチを2017年度
に更新し、一般事務および調査研究のために増加する
ネットワークトラフィックに対応できる装置を導入した。

所内LANの利便性向上を目指し、無線LANの導入を
進めた。2013年度に会議室に無線LANを導入し、利用
者からの「会議室無線LAN利用申請システム」での申
請に基づく運用を開始した。また、2017年度には、技研
エリアの一部において常設無線LANを開設し、業務用
パソコンを常時無線LANに接続可能にした。併せて、
業務用パソコンによる無線LANへの接続を管理するた
めに、「ネットワーク利用申請システム」を改修し、利
用者から申請されたMAC（Media Access Control）ア
ドレスなどの情報を利用した接続制御を開始した。

NHKの業務用ネットワークとして整備されている統
合IP網について、2019年度に技研と放送センター間を結
ぶ回線の速度を30Mbpsから100Mbpsに増速した。

（３）IT統制への対応
NHKのIT統制の方針に則したシステム改修、対応を

実施した。
業務用パソコンへのログインアカウント、パスワード

を一括管理するNHKAD基盤がNHK内に整備されたこ
とを受け、2013年度にAD（Active Directory）化の対
応を実施した。

NHKのメールサービス一本化とBoxによる大容量
ファイル共有サービスが整備されたことを受け、技研独
自に整備した電子メールサービスを2014年度に、大容量
ファイル転送サービスを2019年度に停止した。

所内LANのセキュリティー対策として、主にNHKが
整備した業務システムにアクセスするための業務系ネッ
トワークと、主に研究用データを取り扱う研究系ネット
ワークにセグメントを分割し、2011年度から運用を開始
した。また、それぞれのネットワークへの通信を監視・
制御するためのファイアウォール装置を2016年度に整備
した。

以上の研究支援情報システムの業務は、藤沢 寛、上
村和宏、冨山仁博、浜口斉周、田口 誠、齋藤 進、津持 
純が主に担当した。
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なお、所内LANの運用は、（株）NHKテクノロジーズ
に委託している。

〔津持　純〕

10.13.2 図書・資料
（１）「研究資料室」の運営

2002年３月から、図書室は「研究資料室」（以下、「資
料室」）に名称を改め、利用者の情報・資料収集の利便
性向上など研究支援体制の強化と充実を目指して運営さ
れてきた。2010年度以降も、研究活動の推進に必要な内
外の図書、雑誌および各種資料の収集・整理に努めた。
2011年３月の東日本大震災による影響で、電動架などの
配架資料が落下するとともに一部書架の壁面固定金具が
損傷した。配架復元と安全確認を行った上で利用を再開
し、壁面固定補強工事が完了するまでは一部の閲覧ス
ペースで利用制限を実施した。

2012年度からは、所内アンケートの結果に基づき閲覧
環境の整備にも努めた。受付スタッフが在席する時間帯
は入口扉を解錠することとし、設備面では、老朽化した
ファイスアップスキャナーのカラー化更新などを行った。
また、参考書架と新着学会誌架の間に、資料を参照しな
がら打ち合わせが可能なスペースを創出した。

（２）資料の収集と提供
研究業務の記録写真や技研刊行物等の掲載写真・図表

をデータベース（DB）に登録するとともに、2018年度
には研究史2000-2009に掲載のコンテンツをDBに追加し、
所内に公開した。また、部外発表管理システムなどと連
動した部外発表資料の収集・保存に努めた。2014年度か
らは、部外発表資料データの未収録範囲（1960-1998年）
のうち、資料室に所蔵する論文・雑誌記事について
PDFを 作 成 し、 デ ー タ の 遡 及 登 録 を 進 め た。 ま た、
IEEEマイルストーンやプライムタイム・エミー賞（技
術部門賞）などの受賞に際し、所蔵資料やシステム等を
活用して資料や写真データの提供を行った。

（３）システムの改善・開発とデータベースの充実
2011年度から、資料検索システム「CAIRS」の新

サーバーによる運用を開始し、学術情報・資料検索の
ポータルとしてトップページから最新の資料情報を発信
している。2014年度にはサーバーを仮想化し、安定した
運用に努めた。また、老朽化が懸念されていた写真資
料・研究史・研究報告書DBについては、2013年度にサー
バーを更新するとともに、2019年度に改修を行い新しい
基本ソフト（OS）に対応した。これらの開発と運用に
より、研究所の歴史や研究成果のデジタル化・蓄積・活
用を推進した（表10.23）。

外 部DBに つ い て は、 従 来 利 用 し て き た「Web of 
Science」の契約を見直し、2019年度からは機能面で優
れるElsevier社の「Scopus」を導入した。また、IEEE 
Xplore に関して、IEEEジャーナルのみならず会議録や
規格類も無制限に利用できる「IEEE/IET Electronic 
Library」に契約を切り替えることで、利用者のフルテ
キストコンテンツの参照範囲が大幅に拡大した。

以上の業務は、池沢 龍、遠藤洋介、小川一人、石井
紀彦、相原 聡、洗井 淳、萩原 啓、長坂正史が主に担当
した。なお、資料室の管理業務を除く運用実務は、（一
財）NHKエンジニアリングシステムに委託して実施し
ている。

〔長坂　正史〕

10.13.3 ビデオセンター
ビデオセンターでは研究所内の各部署が共通利用する

映像・音声関連機器を整備し、その運用管理と貸出に関
する業務を実施した。また、CS設備および館内共聴シ
ステムを使用した映像音声配信業務や、信号フォーマッ
トの変換業務、編集業務、放送波やCS受信映像の収録
業務を実施した。主な設備として、ビデオカメラ、
VTR、SSD/HDDレコーダー、テレビモニター、ノンリ
ニア編集機、音声録音機、照明機器を放送用から民生用
まで幅広く備え、4K/8Kに対応した機器も整備した。そ
の他、オシロスコープ、記録計、理化学機器、光学機器
などの研究用測定器の管理、点検、整備を行い、老朽化、
陳腐化した機器については新規装置の導入を進めた。

設備の運用管理業務は一般財団法人NHKエンジニア
リングシステムによる業務委託とし、ビデオセンターの
管理は、石井啓二、清水俊宏、山田一郎、金子浩之、河
合吉彦が順次担当した。

〔河合　吉彦〕

表10.23　研究資料室資料所蔵状況（2020.3.31現在）

受入・所蔵および検索可能データ 内訳

図書登録数 21,415冊

製本雑誌登録数 9,212冊

国内雑誌タイトル数 730種

外国雑誌タイトル数 352種

CAIRS蔵書目録：検索可能データ数
（含む製本雑誌） 52,380件

CAIRS研究史：検索可能データ
（内容対象　1930 ～ 2010） 6冊

CAIRS写真資料：検索可能データ数
（撮影年　1930 ～ 2019） 18,704件

CAIRS研究報告書：検索可能データ数
（内容対象　1930 ～ 2002） 4,675件

CAIRS部外発表情報：検索可能データ数
（内、発表データ：1960 ～ 2020）
（内、発表資料データ：1998 ～ 2020）

35,840件
35,664件
8,270件
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10.13.4 機械工作室
機械工作室では、①所内設備での機器の試作加工、試

作の外注、②所内設備での機器の加工などの緊急対応、
③所内工作機器の利用対応と保守・整備、④工具類・工
作材料・ねじ類の払い出しの対応を行った。試作（外注
を含む）と即応作業については年間200件程度を実施し
た。

工作室に配備された機械は、整備当初の機械精度を保
持するよう日常的にメンテナンスされており、所内の試
作・加工に有効活用されている。代表的な機械として、
フライス盤、NC（Numerical Control）フライス盤、旋
盤、平面研削盤があり、2015年には汎用精密旋盤を追加
した。また、2019年には、旋盤の加工精度を向上するた
めに、コレットチャックを整備した。このほか、2014年
には、最大造形サイズが275 mm × 265 mm × 240 mm
の3Dプリンターを新規に整備した。

機械工作は、一般財団法人NHKエンジニアリングシ
ステムに業務委託し、その管理は、宮下英一、井口義則、
佐野雅規、三ツ峰秀樹、平野芳邦が順次担当した。

〔平野　芳邦〕

文 献

（１） ISO/IEC 23008-1: Information technology — High efficiency 
coding and media delivery in heterogeneous environments 
— Part 1: MPEG media transport （MMT）

（２） ISO/IEC TR 23008-13 Information technology — High 
efficiency coding and media delivery in heterogeneous 
environments — Part 13: MMT implementation guidelines

（３） ISO/IEC 23008-10 Information technology — High efficiency 
coding and media delivery in heterogeneous environments 
— Part 10: MPEG Media Transport Forward Error Correction 

（FEC） codes
（４） ISO/IEC 23090-2 :  Information technology — Coded 

representation of immersive media — Part 2: Omnidirectional 
media format
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