
12．組織・局舎

2020年３月31日現在の技研の組織は2018年度の組織改正を受けたものであり、研究部門６部と管理
部門３部から構成されている。この体制は、技研３か年計画（2018-2020年度）をより効率的に進め
るために見直された研究体制である。

また現在の技研ビルは2002年４月から供用が開始されたもので、主に高層階を研修施設、中層階以
下を研究施設として利用している。

〔吉田　健一〕

12.1 組織と人事
（１）2013年6月の組織改正（図12.1）

経営計画の「創造・未来」を中心に技研の役割を果た
していくため、研究フィールドの継承を考慮しつつ、各
研究部において、それぞれの研究テーマにそって基礎か
ら応用まで議論し研究を推進できる体制とした。

（２）2016年6月の組織改正（図12.2）
2015年度よりスタートした技研３か年計画の重点項目

のひとつである、“公共メディア” の実現に向けた「イ
ンターネット活用技術」の研究開発について、業務をよ
り効率的に進めるため、「ハイブリッド放送システム研
究部」の名称を「ネットサービス基盤研究部」に見直し、
再編した。

（３）2018年６月の組織改正（図12.3）
技研３か年計画（2018-2020年度）をより効率的に進

めるために、研究体制を見直した。映像・音声解析技術
をスマートプロダクション研究部（前 ヒューマンイン
タフェース研究部）に移行したほか、VR/AR技術に関
する研究を空間表現メディア研究部（前 立体映像研究
部）に移行した。

また、AI技術の活用による制作フローの改善や新サー
ビス開発の技研窓口を一元化するため、ヒューマンイン
タフェース研究部の業務の一部を技研直下に移行し、
AI活用推進事務局を設置した。

（４）人事
所長以下の管理職位の人事については、表12.1に示し

た。
〔吉田　健一〕

図12.1　2013年6月の組織改正

図12.2　2016年6月の組織改正

図12.3　2018年6月の組織改正
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表12.1　人事（管理職位）　その１

久保田　所長
2010.04.01

伊　藤　次長 八　木　部長 池　沢　担当部長
比留間　担当部長

研究企画部

中　山　部長 中   島　副部長
岡   本　副部長

特許部

山　田　部長 道   正　担当部長
中   本　担当部長

総務部

中　須　部長 野　尻　研究主幹
金　澤　研究主幹
大久保　副部長

テレビ方式研究部

加　藤　部長 小　川　副部長次世代プラットフォーム研究部

黒　田　部長 田　中　副部長放送ネットワーク研究部

柴　田　部長 苗　村　副部長人間・情報科学研究部

江　上　部長 宮　下　副部長撮像・記録デバイス研究部

時　任　部長 石　井　副部長表示・機能素子研究部

谷　岡　研究主幹
藤　田　研究主幹
正　源　研究主幹
岡　野　研究主幹

久保田　所長
2010.06.11

藤　沢　副所長 八　木　部長 斉　藤　副部長
加　藤　副部長

研究企画部

中　山　部長 平　野　副部長
岡   本　副部長

特許部

山　田　部長 道   正　担当部長
中   本　担当部長

総務部

中　須　部長 金　澤　研究主幹
大久保　副部長

テレビ方式研究部

加　藤　部長 小　川　副部長次世代プラットフォーム研究部

黒　田　部長 田　中　副部長放送ネットワーク研究部

柴　田　部長 苗　村　副部長人間・情報科学研究部

江　上　部長 宮　下　副部長撮像・記録デバイス研究部

清　水　部長 石　井　副部長表示・機能素子研究部

谷　岡　研究主幹
藤　田　研究主幹
正　源　研究主幹
野　尻　研究主幹
伊　藤　研究主幹
岡　野　研究主幹
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表12.1　人事（管理職位）　その２

久保田　所長
2011.06.24

藤　沢　副所長 黒　田　部長 斉　藤　副部長
加　藤　副部長

研究企画部

中　山　部長 岡   本　副部長
平　野　副部長

特許部

山　田　部長 道   正　担当部長
中   本　担当部長

総務部

鹿　喰　部長 金　澤　研究主幹
中　須　研究主幹
菅　原　研究主幹
三　科　副部長

テレビ方式研究部

加　藤　部長 藤　井　副部長次世代プラットフォーム研究部

伊　藤　部長 居　相　副部長放送ネットワーク研究部

柴　田　部長 山　内　副部長人間・情報科学研究部

江　上　部長 宮　下　副部長撮像・記録デバイス研究部

清　水　部長 田　中　副部長表示・機能素子研究部

伊　藤　研究主幹
八　木　研究主幹

藤　沢　所長
2012.06.15

黒　田　副所長 池　沢　部長 斉　藤　副部長
岩　城　副部長

研究企画部

中　山　部長 加　藤　副部長
岡   本　副部長

特許部

青　柳　部長 伊　佐　副部長
駒　田　副部長

総務部

鹿　喰　部長 菅　原　研究主幹
岩　舘　研究主幹
三　科　副部長

テレビ方式研究部

山　本　部長 藤　井　副部長次世代プラットフォーム研究部

伊　藤　部長 居　相　副部長放送ネットワーク研究部

柴　田　部長 山　内　副部長人間・情報科学研究部

　林　　部長 江　上　研究主幹
井　口　副部長

撮像・記録デバイス研究部

清　水　部長 栗　田　研究主幹
田　中　副部長

表示・機能素子研究部

伊　藤　研究主幹
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表12.1　人事（管理職位）　その３

藤　沢　所長
2013.11.01

黒　田　副所長 池　沢　　部長 岩　城　　副部長
木村（恭）副部長
村　山　　副部長

研究企画部

加藤（隆）部長 岡   本　　副部長
高田（三）副部長

特許部

松　本　　部長 伊　佐　　副部長
駒　田　　副部長

総務部

菅　原　　部長 鹿　喰　　研究主幹
河　北　　副部長

テレビ方式研究部

山本（真）部長 柴　田　   研究主幹
佐　野　　副部長

ハイブリッド放送システム研究部

池　田　　部長 橋　本　　副部長伝送システム研究部

藤井（真）部長 清水（俊）副部長ヒューマンインターフェース研究部

岩　舘　　部長 清水（直）研究主幹
小　峯　　副部長

立体映像研究部

林　　　　部長 栗　田　　研究主幹
藤　崎　　副部長

新機能デバイス研究部

中　山　研究主幹

黒　田　所長
2014.06.13

菅　原　副所長 今井（亨）部長 岩　城　　副部長
石井（紀）副部長
相　原　　副部長
木村（恭）副部長
藤井（亜）副部長
村　山　　副部長
浜　口　　副部長 

研究企画部

加藤（隆）部長 岡   本      副部長
山之上　　副部長
高田（三）副部長

特許部

松　本　　部長 小　林　　副部長
関　原　　副部長
山　口　　副部長

総務部

池　田　　部長 河　北　　副部長テレビ方式研究部

山本（真）部長 佐　野　　副部長ハイブリッド放送システム研究部

斉藤（知）部長 橋　本　　副部長伝送システム研究部

藤井（真）部長 清水（俊）副部長ヒューマンインターフェース研究部

岩　舘　　部長 小　峯　　副部長立体映像研究部

林　　　　部長 清水（直）研究主幹
藤　崎　　副部長

新機能デバイス研究部

池　沢　研究主幹
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表12.1　人事（管理職位）　その４

黒　田　　所長
2015.06.12

山本（真）副所長 今井（亨）　部長 石井（啓）副部長
藤井（亜）副部長
相　原　　副部長
木村（恭）副部長
久　富　　副部長
中戸川　　副部長

研究企画部

岡　本 　 部長 中島（健）副部長
平野（喜）副部長
高　田　　副部長

特許部

山　影　　部長 田中（重）副部長
山　口　　副部長
小林（大）副部長

総務部

池田（哲）部長 中　山　　副部長テレビ方式研究部

中川（俊）部長 三ツ峰　　副部長ハイブリッド放送システム研究部

中　原　　部長 岡　部　　副部長伝送システム研究部

岩　城　　部長 山　田　　副部長ヒューマンインターフェース研究部

菊池（宏）部長 洗　井　　副部長立体映像研究部

林　　　　部長 萩　原　　副部長新機能デバイス研究部

斉藤（知）研究主幹

黒　田　　所長
2016.06.10

三　谷　　副所長 今井（亨）　部長 石井（啓）副部長
洗　井　　副部長
金子（浩）副部長
藤　井　　副部長
久　富　　副部長
中戸川　　副部長

研究企画部

岡　本 　 部長 中島（健）副部長
平野（喜）副部長
高　田　　副部長

特許部

山　影　　部長 田中（重）副部長
吉　田　　副部長
山　口　　副部長
平　本　　副部長

総務部

池田（哲）部長 西　田　　研究主幹
中　山　　副部長

テレビ方式研究部

中川（俊）部長 山本（正）副部長ネットサービス基盤研究部

中　原　　部長 岡　部　　副部長伝送システム研究部

岩　城　　部長 山　田　　副部長ヒューマンインターフェース研究部

菊池（宏）部長 三ツ峰　　副部長立体映像研究部

林　　　　部長 萩原（啓）副部長新機能デバイス研究部

山本（真）研究主幹
斉藤（知）研究主幹
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表12.1　人事（管理職位）　その５

黒　田　　所長
2017.06.09

三　谷　　副所長 今井（亨）部長 洗　井      副部長
萩　原　　副部長
中戸川　　副部長
山　田　　副部長
久　富　　副部長
宮　崎　　副部長

研究企画部

中島（健）部長 平野（喜）副部長
高　田　　副部長
勝　見　　副部長

特許部

平　本　　部長 山　口　　副部長
岡　　　　副部長
居　駒　　副部長
吉　田　　副部長

総務部

境　田　　部長 西　田　　研究主幹
松　原　　副部長

テレビ方式研究部

中川（俊）部長 今　泉　　研究主幹
山本（正）副部長

ネットサービス基盤研究部

中　原　　部長 岡　部　　副部長伝送システム研究部

岩　城　　部長 金子（浩）副部長ヒューマンインターフェース研究部

菊池（宏）部長 三ツ峰　　副部長立体映像研究部

石井（啓）部長 林　　　　研究主幹
都　築　　副部長

新機能デバイス研究部

池　田　　研究主幹
斉藤（知）研究主幹

三　谷　　所長
2018.06.08

今　井　　副所長

加　藤　　研究主幹
池　田　　研究主幹

石　井　　部長 洗　井　　副部長
萩　原　　副部長
長　坂　　副部長
冨　山　　副部長
鴨　田　　副部長
宮　崎　　副部長

研究企画部

中　島　　部長 勝　見　　副部長
高　田　　副部長
平　野　　副部長

特許部

高　橋　　部長 岡　　　　副部長
吉　田　　副部長
山　口　　副部長
居　駒　　副部長

総務部

境　田　　部長 西　田　　研究主幹
松　原　　副部長

テレビ方式研究部

石　川　　部長 今　泉　　研究主幹
大　竹　　副部長

ネットサービス基盤研究部

高　田　　部長 大　槻　　副部長伝送システム研究部

山　内　　部長 金　子　　副部長スマートプロダクション研究部

三　科　　部長 平　野　　副部長空間表現メディア研究部

島　本　　部長 都　築　　副部長新機能デバイス研究部

岩　城　　専任局長

261



表12.1　人事（管理職位）　その６

三　谷　　所長
2019.06.14

今　井　　副所長

西　田　　フェロー 加　藤　　研究主幹

石　井　　部長 藤　崎　　副部長
宮　崎　　副部長
長　坂　　副部長
冨　山　　副部長
萩　原　　副部長
鴨　田　　副部長

研究企画部

木　村 　 部長 勝　見　　副部長
高　田　　副部長
平　野　　副部長

特許部

高　橋　　部長 岡　　　　副部長
居　駒　　副部長
吉　田　　副部長
丸　山　　副部長

総務部

境　田　　部長 大　出　　副部長テレビ方式研究部

石　川　　部長 中村（直）研究主幹
大　竹　　副部長

ネットサービス基盤研究部

高　田　　部長
土　田　　研究主幹
大　槻　　副部長

伝送システム研究部

山　内　　部長 河　合　　副部長スマートプロダクション研究部

三　科　　部長 菊　池　　研究主幹
平　野　　副部長

空間表現メディア研究部

島　本　　部長 都　築　　副部長新機能デバイス研究部
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12.2 外部表彰の受賞
技研の研究成果は、各分野で高い評価を受けており、

電波功績賞、市村学術賞、前島密賞、放送文化基金賞な
ど多くの賞を受賞した（資料・統計参照）。

〔橋立　幸絵〕

12.3 局舎
現在の技研ビルは2001年（平成13年）10月に完成し、

2002年４月から供用が開始された。主に高層階を研修施
設、中層階以下を研究施設とし、機能的な分離が行われ
ている。

景観・周辺生態系への配慮、環境影響の少ない材料の
使用、自然エネルギーの活用や省エネシステムの採用、
資源の有効利用・リサイクル、建物の長寿命化が考慮さ
れ、人と環境にやさしい建物になっている。

〔居駒　千穂〕

12.3.1 建物概要
技研の建物には、放送技術研究所（技研）、（一財）

NHK放送研修センターをはじめ、渋谷の放送センター
機能の一部、首都圏に分散していた営業機能の一部、報
道局伝送室などが入居している。

建物諸元、構造概要、および建物の特徴について以下
に示す（図12.4、図12.5、図12.6）。

（１）建物諸元
建築面積：5,211.31㎡
延床面積：46,097.16㎡
規模：地下2階、地上14階、塔屋2階（高さ77m）

（２）構造概要
地盤：粘土質ローム、粘土質砂礫、土丹（支持層）
基礎： 場所打ちコンクリート杭・アースドリル工法拡底

杭
構造： A棟鉄骨構造、B棟鉄筋コンクリート構造、C棟

鉄骨鉄筋コンクリート構造

（３）建物の特徴　
建物の外壁は、２重化した外壁格子の上にひさしを取

り付け、日射量の低減とビル風の抑制を図る構造である。
また、建物東面７階以上の外壁タイル内には、テレビ電
波の反射障害対策としてフェライトをはり、障害の低減
を図っている。窓ガラスは、熱線吸収ガラスにより日射
熱の抑制を図っている。さらに、外壁窓枠に組み込まれ
た自然換気システムにより、中間期や冷房運転時に自然
換気を併用して空調負荷を低減するとともに、夜間は躯
体（建物の構造部分）にたまった熱を夜間の冷気により
冷却（ナイトパージ）できる構造である。

A棟１階のエントランスホールには、屋上まで続く吹
き抜けを配置し、ライトウェルの機能をもたせている。
これにより居室内に光を取りこむとともに自然換気シス
テムと連動し室内換気ができる構造である。

建物の拡張性の面では、実験棟であるB棟・C棟にメ
カニカルボイドを設置し、避難階段機能だけでなく将来
の配管やダクトなどの増設対応機構を整備している。ま
た、柔軟性の面では、配線などの増加に耐えられるよう、
室内と廊下の床面はOAフロアー構成にするとともに、 
A・B・C棟に強・弱それぞれ２系統の配線シャフトを
配置し、水平垂直両方向のフレキシビリティーを確保し

図12.4　建物全景
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ている。
建物のバリアフリー化については、建物内の無段差化

を図るとともに、車椅子対応の宿泊スペースやトイレな
ど、バリアフリーの充実を図っている。

A棟屋上には、実験アンテナ設置用の鉄塔を整備して
いる。鉄塔は35mであるが、建物高さを合わせて100m
となり、旧三角鉄塔と同じ高さを確保している。その他、
災害救助用として、屋上にヘリコプターホバリングス
ペースを設置している。

建物地下には氷蓄熱槽・冷温水槽を整備し、蓄熱によ
り昼間の空調電力のピークを抑制している。また、雨水
貯留槽に蓄えた雨水は、トイレや散水に使用することで
上水道の使用量を抑制している。このほか、地下１階に
47台、屋外に274台分の駐車場を確保しており、地下駐
車場は、技研公開の展示スペースとしても使用できるよ
う電源・空調・化粧天井などを整備している。

〔居駒　千穂〕

12.3.2 主な設備
（１）講堂

講堂は、最大客席数364席の多目的に利用できる設備
で、床面積約350㎡、天井高7mの空間を確保し、講演会

や研修会のほか、演奏会などにも利用可能な設備である。
照明設備は照明操作卓のほか、照明器具60基を整備し

ている。
音響設備は、舞台上に可動式反射板を整備しており演

奏会形式での利用も可能である。また、8Kスーパーハ
イビジョンの上映に対応した22.2chマルチチャンネル音
響システムを整備し臨場感あふれるサウンドを体験でき
る。

映像設備は、レーザー光源を使用した8K対応のプロ
ジェクターを整備し、舞台上の300インチスクリーンに
超高精細映像の投写を可能としている。また、一般的な
プレゼンテーション用に、最大輝度10600ルーメン、解
像度1920×1080ドットのDLP方式プロジェクターも整
備している。

このほか、撮影・収録機器として4Kのリモコンカメ
ラを５台とSSDレコーダー２台を整備し、高画質での長
時間収録に対応している。

（２）エントランス
エントランスは、床面積約700㎡、天井高６mの大空

間ホールに、研究成果の展示コーナーや地域の情報コー
ナーなどを設置し、一般に開放されたエントランスとし

図12.5　建物概要
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ている。
エントランスの展示スペースについては、2011年４月

に大幅なリニューアルを行った。テレビの仕組みを紹介
する展示や、技研のカメラで撮影した特撮映像を紹介す
る展示、インテグラル立体テレビや立体音響の体験展示
などを新たに設置した。

また、2016年４月には、同年８月からの4K・8Kスー
パーハイビジョンの試験放送開始に向けて、8K映像と
22.2マルチチャンネル音響を体感できる8Kリビングシア
ターを設置した。2018年12月以降は、NHKのBS8K放送
を視聴することができる。

なお、2017年12月～ 2018年10月までエントランスホー
ルの天井落下対策工事を行った。

エントランスにはこのほか地域住民による絵画・書道
展などの文化活動を紹介する「技研ギャラリー」、一般
の来訪者が自由に利用できるオープンスペースとして

「喫茶コーナー」があり、憩いの場となっている。「技研
ギャラリー」はホームページなどで展示団体を募集し、
無料で貸し出している。

（３）セキュリティシステム
2013年10月に現システムに更新した入退室管理システ

ムは、カードリーダー認証と、キーボックス認証で入室
権限を管理している。技研エリアの扉前カードリーダー
にはアンチパスバック（入室履歴がないと退室出来ない
システム）機能により、入退室制限が設定されている。

〔居駒　千穂〕

12.4 その他
年間を通じてさまざまなイベントを実施し、NHKの

技術研究や研究所に対する理解促進を図った。
①　技研開所記念世田谷少年野球大会

 　1949年に技研公開の一環として始まった世田谷少年
野球大会は2018年に記念すべき第70回大会を迎えた。
2019年３月末では参加16チームであった。2020年は新
型コロナウイルス拡散防止対策のため、中止とした。

②　地域イベント
 　この10年間に実施したイベントは以下のとおりであ
る。イベントをとおして地域・視聴者とのつながりを
深めることができた。
　・技研に落語がやってくる
　・NHK技研コンサート
　・夏休み親子で楽しむ演奏会
　・子どもワークショップ　コマドリアニメーション
　・NHK技研　ジュニア科学教室
　・せたがやバンドバトル in NHK技研
　・せたがや秋の音楽まつり in NHK技研
　・クリスマスコンサート
　・中学生職場体験
　・東京五輪応援技術実験イベント（2017年技研公開）

〔居駒　千穂〕

図12.6　建物敷地図
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