
6.1.1

6.1 外部との連携

標準化機関への参加

放送関係を中心とした国内外の標準化活動に積極的に参加し、
技研の研究成果を寄与することで技術基準の策定に貢献した。
無線通信による放送業務に関して標準化を所掌するITU-RSG6
のWP6AおよびWP6Bにおいて、携帯向け地上マルチメディア
放送の伝送フレームワークやIPパケットのMPEG-2TSパケット
へのカプセル化に関する寄与を行ったほか、WP6Cにおいては
UHDTVの広色域表色系などに関する寄与を行った。統合広帯域
CATVでのテレビ・音声伝送の標準化を所掌するITU-T SG9
では、家庭内の異なるネットワークに接続された機器連携につ
いて寄与を行った。
MPEGでは、ITU-Tと合同で次世代映像符号化の規格化作業
HEVC（High Efficiency Video Coding）が開始された。標準化作
業の共通ソフトウェアとなるテストモデルの策定、符号化ツー
ルの評価、テスト用のスーパーハイビジョン（SHV）映像の提供
などを行ったほか、直交変換の適応的選択技術を提案した。ま
た、新しいトランスポート方式を検討するMMT（MPEGMedia
Transport）では、放送と通信のハイブリッド配信を実現する多重
化方式の提案を行った。このほか、音響関連で22.2マルチチャ
ネル音響の家庭再生に関する寄与を行ったほか、MPEG-7では、
メタデータ自動生成のためのメディア解析結果の記述フォーマッ

トに関する寄与を行った。
SMPTEでは、これまでに標準化作業を進めてきたUHDTV
インターフェース規格が8月にST2036-3-2010として公開さ
れた。また、メディア交換ファイル（MXF）においてマルチチャ
ンネル音響を扱うメタデータ定義の審議などに対応した。なお、
これまでのHDTVおよびUHDTVシステム開発に関する功績によ
り、三谷公二主任研究員（現技術局）がSMPTEFellowに選出され
るとともに、SMPTE David Sarnoff Medal Awardを受賞した。
2010年度は、アジア・太平洋放送連合（ABU）の年次総会が8
年ぶりに東京で開催された。総会に先立ち開催された技術委員
会では、NHKから10件の寄書の提出と講演を行ったほか、13
件の制作・伝送・周波数などのトピック議長報告やプロジェク
トマネージャーによる寄書を行った。さらに、総会に参加した
委員を対象とした技研見学ツアーを実施し、Hybridcastやスー
パーハイビジョンを始めとする技研の技術を参加各国にアピー
ルした。また、ABU地域での緊急警報放送の導入に向けた取り
組みとして、6カ国でのバックパックロードショーへ参加するな
どの活動を進めたほか、3月にクアラルンプールで開催されたデ
ジタル放送シンポジウムで講演と展示を行った。
このほか、欧州放送連合（EBU）、国際電気標準会議（IEC）、
オーディオ技術協会（AES）などの国際標準化機関、電子情報産
業協会（JEITA）、情報通信技術委員会（TTC）などの国内標準化機
関にも参加して、標準化を推進した。

2010年度は、技研開所80周年の節目に当たる年度で
あった。5月の技研公開では、44の展示項目、海外の
講演者による講演会など例年より大規模に実施し、
22,087人の来場者を迎えた。また、10月にも、世田谷
区との共催で、開所80周年記念イベントを実施した。
これ以外にも、研究成果の展示を国内外で計40件行っ
た。中でも、IBC2010（オランダ・アムステルダム）で
は、国外初展示となるフル解像度SHVカメラ、SHV
プロジェクターなどによるSHV展示、人にやさしい放
送技術の展示を行い、好評を得た。また、93件の見学
を受け入れ、計1399名の見学者を迎えた。この中には
40件、411名の海外からの来訪者が含まれている。
技研の研究成果を積極的に公開し、国内外の会議、
学会誌などに、計652件発表した。また、研究成果の
権利化も進めた。2010年度は、NHK全体で323件の特
許出願を行い、278件の権利を取得した。NHKの特許
保有件数は、2010年度末で1571件である。

技研は、ITU、ABU、情報通信審議会、電波産業会
などの標準化機関にも積極的に参加している。ABU
の2010年の総会は、NHKがホストとなり東京で開催
された。寄書に加え、技研見学ツアーを実施した。ま
た、日本のデジタル放送方式ISDB-Tの国際展開に人
を派遣するなど積極的に協力した。2011年3月末現在、
日本以外に南米を中心に11カ国が採用している。
これ以外にも、共同研究46件、受託研究8件、滞在
研究員25名（実習生23名を含む）、研究員海外派遣2
名など、外部連携も積極的に進めた。
研究成果は、NHKの番組制作などにも活用されてお
り、ミリ波モバイルカメラ、P2Pライブ配信技術、映
像コンテンツ検索技術などが利用・導入された。2010
年度の番組協力の総件数は、82件である。
なお、技研の研究成果が評価された結果として、
2010年度は、放送文化基金賞、電波功績賞など25件を
受賞した。
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6.1.2

■主な標準化機関での活動における役職者

地上デジタル放送方式ISDB-Tの
国際展開
2006年6月にブラジルが日本のISDB-Tを基礎とする地上デジ
タル放送方式を採用し、2007年12月に放送を開始した。ブラジ
ルの採用を契機に、2006年以降、官民が協力してISDB-Tの国
際普及活動を積極的に推進してきた。この成果として、2009
年度には、南米5カ国がISDB-Tを正式採用した。
2010年度には、5月にコスタリカ、6月にパラグアイ、7月に
ボリビア、12月にウルグアイの中南米4カ国がISDB-Tの正式採
用を発表し、フィリピンでは、6月に国家通信委員会が採用を表
明した。2010年度末時点で、ISDB-Tを採用した国は、国外で
11カ国、放送が行われている国は、ブラジル、ペルー、アルゼ

専門委員通信・放送の融合・連携環境における標準化政策に関する
検討委員会

専門委員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
情報通信政策部会

専門委員産学官連携強化委員会
専門委員ITS無線システム委員会
専門委員小電力無線システム委員会
専門委員IPTV特別委員会
専門委員次世代ネットワーク委員会
専門委員ケーブル網・番組伝送委員会

ITU-T部会
専門委員科学業務委員会
専門委員放送業務委員会
専門委員衛星業務委員会
専門委員電波伝搬委員会
専門委員スペクトラム管理委員会
専門委員作業計画委員会

ITU-R部会
情報通信技術分科会

役職委員会名

■ 情報通信審議会

議長録音・マスタリングシステム技術委員会
議長放送・伝送技術委員会

技術委員会
副議長地域委員会
副会長理事会
役職委員会名

■ AES（オーディオ技術協会）

議長伝送トピック
議長技術委員会
役職委員会名

■ ABU（アジア・太平洋放送連合）

議長WP6B（符号化・マルチメディア）
副議長SG6（放送業務）

ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）
役職委員会名

■ ITU（国際電気通信連合）

リーダー7·8MHz諸国対応タスクフォース
幹事デジタル放送普及活動作業班（DiBEG）

デジタル放送国際普及部会
普及戦略委員会

主任機器間インタフェース検討作業班
主任音響システム検討作業班
委員長超高精細度TVスタジオ設備開発部会
リーダーミリ波素材伝送TG
リーダー放送事業用連絡無線周波数TG
主任地上無線素材伝送作業班
委員長素材伝送開発部会
主任地上デジタル放送伝送路符号化作業班
主任衛星デジタル放送高度化作業班
リーダーACセキュリティAHG
リーダー緊急情報伝送TG

デジタル受信機作業班
主任サーバー型放送方式作業班
主任放送サービス応用メタデータ作業班
リーダー高度データ映像（H.264）TG
主任データ符号化方式作業班
主任映像符号化方式作業班
リーダーダウンロード方式TG
主任多重化作業班
リーダー識別子指定アドホック
リーダーSBTVD-T規格化対応タスクフォース
委員長デジタル放送システム開発部会
主任立体テレビ作業班

放送新技術調査研究会
主任平面ディスプレイ画質評価法作業班
主任モニタリング評価法作業班
委員長品質評価法調査研究会
座長放送国際標準化ワーキンググループ

技術委員会
役職委員会名

■ ARIB（電波産業会）

図1 中南米地域におけるISDB-Tの採用状況
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6.1.5

6.1.3 6.1.4

ンチンの3カ国となる（図1）。
中南米の多くの国でISDB-Tの採用が決定したことにより、国
際普及活動は、主に東南アジアおよび南部アフリカにシフトし
た。NHKもこの国際普及活動に協力した（表1）。10月に開催さ

れたアジア・太平洋放送連合（ABU）東京総会の技研見学ツアー
では、ABU技術委員会参加各国のメンバーに対して、マルチバ
ンドISDB-Tなどのデモンストレーションを行った。

滞在研究員、実習生の受け入れ、
研究者の海外派遣
滞在研究員として、ブラジルTVGloboから2名を受け入れた。
アジア・太平洋放送連合加盟機関からの若手研究者の受け入れ
プログラムに2件の応募があったが、受け入れには至らなかった。

ポストドクターに3件、海外の大学に1件、合計4件の研究委嘱
を実施した（表1）。
大学などからの要請により、実習生を10校（早稲田大学、東邦
大学、東海大学、東京電機大学、東京理科大学、電気通信大学、
専修大学、日本大学、長岡技術科学大学、韓国高麗大学）から23
名受け入れ、指導を行った。
また、米国とイギリスに各1名の研究員を派遣した（表2）。

南部アフリカ開発共同体（SADC）加盟国の放送関係者をブラ
ジルに招待した日伯デジタルテレビワークショップにおい
て、8MHz帯域幅ISDB-Tのデモンストレーションを実施した。

2010年7月

フィリピンで開催された電子工学と情報通信の国際会議
IECEP2010において、ISDB-Tの特徴とサービスを紹介す
る講演を行った。

2010年12月
タイで日本の総務省と現地の電気通信委員会が主催した地
上デジタル放送セミナーに参加し、ISDB-Tの講演と展示を
行った。

2010年7月

フィリピンで開催された現地放送事業者連盟の幹部総会に
おいて、ISDB-Tの特徴とサービスを紹介する講演を行った。2010年11月

ベトナムでASEAN主催の放送のデジタル化とアナログ終了
後の空き周波数帯活用の調和に関するワークショップに出
席し、テレビ放送のデジタル化とアナログテレビ放送終了に
向けた日本の取り組みについて講演を行った。

2010年7月

南アフリカで現地日本大使館と総務省が主催したISDB-T
方式地上デジタル放送セミナーおよびデモにおいて、現地
で送信された試験電波を用いてISDB-Tの展示を行った。

2010年11月
南アフリカにおいて、南アの通信大臣および放送事業者に
対して、6,7,8MHz帯域幅対応マルチバンドISDB-T変調器
および受信機を使った室内展示を行った。

2010年6月

アジア・太平洋放送連合（ABU）が主催した緊急警報放送を
啓もうするロードショーにおいて、マレーシア、タイ、カ
ンボジア、ベトナム、フィリピン、中国の6カ国を訪問し、
ISDB-Tを活用した緊急警報放送と緊急地震速報を紹介する
講演を行った。

2010年8月～9月

南アフリカおよびレソトで開催された地上デジタル放送シ
ンポジウムにおいて、日伯合同でISDB-Tの講演とデモンス
トレーションを行った。2010年4月

内 容時 期内 容時 期

表1 2010年度の主な協力内容

3次元音響デザインツールに関する残響付加技術と、その制御方法についての研究2009/ 3 /1～2012/2/28カナダMcGill大学
マーカーレス・カメラトラッキングの研究2009/11/6～2011/11/5ポストドクター
超高移動度有機半導体薄膜の創製2009/10/1～2010/7/31ポストドクター
スピン注入型光変調素子における光変調度向上技術の研究2009/10/1～2011/9/30ポストドクター

研究テーマ期間派遣先

表1 研究委嘱内容

海外の研究機関等との連携

欧州の公共放送研究機関であるBBC（英国）、RAI（イタリア）、
IRT（ドイツ）の研究所との間で、2007年に締結した相互研究連携
協定に基づき、BBCと1件の共同研究を実施した。また、カナダ
の研究機関TBRRIおよび米国のニューヨーク州立大学との3者共
同研究を1件実施した。日中韓の最新の放送技術・研究の相互情
報交換を目的とした日中韓放送技術・研究会議（略称DGBTR）を
ABS（中国）、KBS（韓国）と合同で11月に中国・北京で開催した。

共同研究、連携大学院

2010年度には、システム開発から材料、基礎分野に至るまで
総数46件の共同研究を実施した。
また、6つの大学（東北大学、電気通信大学、東京理科大学、
東京工業大学、早稲田大学、千葉大学）と連携大学院などの協定
を継続し、非常勤講師の派遣、実習生の受け入れなどを行った。
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6.1.6

6.1.7

委託研究の受託

国や公的機関からの委託研究を実施した。NICT*、NEDO**、
文部科学省、JST***からの受託で、
�多並列・像再生型立体テレビシステムの研究開発
�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
�課題ア 革新的三次元映像表示のためのデバイス技術
�課題イ 三次元映像通信・放送のための中核的要素技術

�課題エ 感性情報認知・伝達技術
�課題オ 超臨場感コミュニケーションシステム
�次世代高効率ネットワークデバイス技術開発
�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（複合現実型デジタル・ミュージアム）
�高齢社会を豊かにする科学・技術・システムの創成
の計8件実施した。

*NICT：独立行政法人 情報通信研究機構
**NEDO：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
***JST：独立行政法人 科学技術振興機構

各種委員会

放送技術研究委員会を2回開催し、外部の学識経験者からなる
委員の方々からご意見をいただいた。研究アドバイザー会議を
のべ10回開催し、研究アドバイザー、客員研究員の方々からご
意見をいただいた。

大阪大学大学院 情報科学研究科 教授村田 正幸
東北大学 電気通信研究所 教授村岡 裕明
京都大学 情報環境機構 機構長美濃 導彦
株式会社TBSテレビ 取締役 技師長豊中 俊榮
総務省 情報流通行政局 放送技術課 課長田中 宏
九州大学 先導物質化学研究所 副所長高原 淳
日本電信電話株式会社 取締役 研究企画部門長篠原 弘道
慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 教授小池 康博
独立行政法人 情報通信研究機構 理事熊谷 博
社団法人 日本民間放送連盟 常務理事工藤 俊一郎
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 応用数理学科 教授大石 進一
独立行政法人 産業技術総合研究所 理事一村 信吾
東京工業大学大学院 理工学研究科 教授◎安藤 真
株式会社KDDI研究所 代表取締役所長秋葉 重幸
東京大学大学院 情報学環 教授○相澤 清晴
所属氏名

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略） 2011年3月
◎：委員長 ○：副委員長

Harvard大学 ポストドクター研究員對馬 淑亮
東京大学大学院 工学系研究科 教授染谷 隆夫
NewYork大学 コンピューターサイエンス学科 研究准教授関根 聡
東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授篠田 裕之
東北大学 電気通信研究所 教授塩入 諭
東京大学 生産技術研究所 教授佐藤 洋一
静岡大学 工学部 機械工学科 教授川田 善正
早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 教授亀山 渉
山梨大学大学院 医学工学総合研究部 教授小澤 賢司
慶応義塾大学 理工学部 情報工学科 教授大槻 知明
所属氏名

■ 客員研究員 （敬称略） 2011年3月

千葉大学大学院 工学研究科 教授吉川 明彦
東北大学 電気通信研究所 名誉教授横尾 邦義
東京工業大学大学院 情報理工学研究科 教授古井 貞煕
新潟大学 名誉教授板東 武彦
東京大学 名誉教授原島 博
東京大学 名誉教授羽鳥 光俊
岩手県立大学 学長中村 慶久
東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授辻井 潤一
大阪学院大学 情報学部 情報学科 教授谷口 高士
愛媛大学大学院 理工学研究科 教授橘 邦英
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授髙畑 文雄
東北大学 電気通信研究所 教授鈴木 陽一
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授甲藤 二郎
芝浦工業大学 名誉教授大賀 寿郎
仙台高等専門学校 校長内田 龍男
中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 教授今井 秀樹
東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授伊福部 達
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授伊東 晋
千葉大学大学院 工学研究科 教授伊藤 公一
東京工業大学大学院 理工学研究科 教授安藤 恒也
所属氏名

■ 研究アドバイザー （敬称略） 2011年3月

多視点映像からの3次元情報生成に関する研究2010/8/30～2011/2/25英国Surrey大学
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2010/8/17～2011/2/16米国NBC

研究テーマ期間派遣先

表2 研究者の海外派遣

44 ｜ NHK技研研究年報2010

6 研究関連業務 ｜ 6.1 外部との連携



6.2.1

6.2 研究成果の公開

技研公開

2010年の技研公開※は、技研開所80周年を記念し、「技研80
年 さらなる未来へ」をテーマに、最新の研究展示44項目と、ポ
スター展示10項目を展示した。また、土日には家族での来場者

を対象に、技研の研究員による最新の放送技術の紹介講座「なっ
とくテレビ塾」や、体験展示、スタンプラリーなどを開催した。
開催期間中、22,087人が来場した。

※ 5月25日（火） オープニングセレモニー、5月26日（水） 招待者内覧会、

5月27日（木）～31日（日） 一般公開

スタンプラリーなっとくテレビ塾研究発表の様子エントランスの様子

ソーシャルテレビサービスのためのコメント解析
技術30視覚障害者向けマルチモーダル提示システム15

高密度ホログラム記録技術44通信による映像配信サービスのための電子透かし29放送博物館コーナー14
薄型光ディスク記録装置43コンテンツ配信用セキュリティ技術28スーパーハイビジョンシアター13
フレキシブル有機ELディスプレイ42放送と通信間の認証連携フレームワーク27デジタル放送受信相談コーナー12

ファイバー基板を用いた超高感度HARP撮像デバイ
ス4122.2マルチチャンネル音響制作システム26次世代地上放送に向けたモバイル用高耐性伝送技

術11

有機撮像デバイス40スーパーハイビジョン音響の家庭再生25次世代地上放送に向けた伝送技術10
3次元物体の触力覚提示技術39スーパーハイビジョンの広色域表色系24VHF-Low帯携帯端末向けマルチメディア放送9

NHK技術の活用と実用化開発の紹介3858インチ画素ピッチ0.33mm超高精細プラズマ
ディスプレイ23地上デジタルハイビジョン放送の移動受信技術8

「坂の上の雲」VFXの世界37高分子膜を用いた軽量スピーカー22デジタル混信対策用干渉除去装置7
電波テレビカメラ36スーパーハイビジョンの放送局内ネットワーク21共同受信施設用GI越えマルチパス等化装置6
高度化FPU移動中継システム35スーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送技術20インテグラル立体テレビ5
番組制作用有機EL照明器具34不快感を与える映像の自動検出技術19スーパーハイビジョン高効率映像符号化装置4
フレキシブル制作システム33高齢者向け番組音量バランスの自動評価技術18スーパーハイビジョン・フル解像度カメラシステム3

クラウド型CG映像コンテンツ制作サービス32音声認識を利用した生字幕制作17意図をくみ取るテレビユーザーインターフェース
の提案2

NHKクリエイティブ・ライブラリーのための映像
検索システム31日本語から手話CGへの翻訳技術16放送通信連携サービス1

■ 展示項目

町田 賢司 表示・機能素子研究部超高精細空間光変調素子
大川 裕司 撮像・記録デバイス研究部超高感度HARP撮像デバイスの高画質化技術
鴨田 浩和 放送ネットワーク研究部電波テレビカメラ
本間 真一 人間・情報科学研究部生字幕制作のための音声認識
山下 誉行 テレビ方式研究部スーパーハイビジョン・フル解像度カメラシステム
竹内 真也 次世代プラットフォーム研究部フレキシブル制作システム
加藤 久和 次世代プラットフォーム研究部 部長Hybridcastの実現に向けて ～技研における放送通信連携への取り組み～
伊藤 崇之 放送技術研究所 次長技研における立体テレビの研究成果
講師タイトル

■ 研究発表

伊福部 達 氏 東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授「見る」「聴く」「話す」を助ける放送技術 ～感覚のナゾ解きから生まれたモノ～
岩浪 剛太 氏 インフォシティ 代表取締役2010年、10年後の未来 ～本格的な“ユーザーの時代”に向けた技術開発への期待～
グレン ライトマイヤー 氏 NBCユニバーサル 上席副社長“Hulu”IPネットワークでの映像サービス
久保田 啓一 放送技術研究所 所長放送技術研究のこれまでと将来 ～新しいライフスタイルを目指して～
講師タイトル

■ 講演
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6.2.2

6.2.3

技研開所80周年記念イベント

技研開所80周年を記念し、「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。～」を世田谷区と共同
で、10月16日（土）、17日（日）に開催した。
イベントでは、エントランスに体験展示やステージを設置し、
世田谷区の皆様にも展示やステージイベントに参加していただ
いた。開催期間中4,402人が来場した。
講堂では、世田谷区立の中学生の皆様によるDream JazzBand
の演奏や、NHKフレンドシップ管弦楽団・合唱団と技研ジャズバ

ンドが千住明氏の指揮の下で共演したコンサートなどを実施した。
エントランスのステージでは、オープニングセレモニー、世
田谷区立山野小学校の合唱団の皆様による合唱と、世田谷区立
桜丘小学校の吹奏楽部の皆様による演奏を実施した。また、技
研職員によるクイズ大会や科学教室、軽音楽の演奏を交えた技
研の歴史の紹介などを実施した。
バーチャルスタジオによる写真撮影や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の体験展示を行った。家族
での来場者を対象に、親子工作体験コーナーを設置した。また、
世田谷区の地産品、世田谷かるた・砧地区かるた、2010年世田
谷区民絵画展の入賞作品の紹介をした。

外部展示

2010年9月に、オランダ・アムステルダムのRAIコンベンショ
ンセンターで開催された欧州最大の放送機器展IBC2010におい
て、スーパーハイビジョン（SHV）の最新機器を出展した。今回
は、フル解像度のプロジェクターとカメラをIBCでは初めて展示
し、フル解像度化に向けた研究成果を紹介した。また、従来の
デュアルグリーン方式による機器では、小型化・高性能化を進

め、コンテンツ制作や実用化に向けた機器の開発を進めている
ことを紹介した。期間中48,521人が来場した。
また、NHKの全国各地の放送局が主催あるいは協力するイベ
ントにおいて、年間を通じて、技研で研究開発した最新の放送
技術を紹介した。新しい展示機材として、映像圧縮の仕組みな
どのテレビの原理をわかりやすく紹介する新「テレビのしくみ」
や、「インテグラル立体テレビの小型展示システム」、音声認識技
術を利用してCGキャラクターを操作する「声で動かすモグライ
アンの宝探し」などを開発し、多くのイベントに出展した。

顔認識技術を利用したゲーム軽音楽を交えた技研の歴史紹介工作体験コーナーDream Jazz Bandの演奏

スーパーハイビジョン9/10～9/14IBC2010（オランダ・アムステルダム）
技研紹介4/12～4/15NAB2010（米国・ラスベガス）
展示項目日程イベント名

■ 海外展示 2件

声で動かすモグライアンの宝探し、新テレビのしくみ、インテグラル立体テレビなど1/29～2/6NHKオープンスタジオ80周年スペシャル（NHK岡山）
スーパーハイビジョンシアター、立体ハイビジョンなど12/4～12/5ふれあいフェスタ2010（NHK福岡）
新テレビのしくみ、PC-VRAS、インテグラル立体テレビ、バーチャルパペットなど10/23～10/24放送体験フェスティバルinおもろまち（NHK沖縄）
EN-Vision10/14～10/17DIGITAL CONTENTS EXPO 2010
音声認識、手話CG、触力覚端末、インテグラル立体テレビ10/4～10/8CEATEC2010
テレビのしくみ、バーチャルパペット、しゃべってあそぼなど9/11～9/20NHK金沢放送局開局80周年記念「放送の未来展」（NHK金沢）
テレビのしくみ、PC-VRAS、しゃべってあそぼなど7/23～9/26横浜放送ライブラリー（NHK横浜）
しゃべってあそぼ、超高速度カメラ5/1～5/4渋谷DEどーも
展示項目日程イベント名（主なもの）

■ 国内展示 40件
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6.2.7

6.2.8

6.2.4

6.2.5

6.2.6

マラソン中継で初！新開発の受信システム
～映像が乱れずに移動中継できるエリアを拡大～3/4

実用的な小型SHVプロジェクターを開発！
～2020年、SHV試験放送の実現に向けて～2011/1/13

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9/29

NHK技研開所80周年記念 “技研・秋の特別イベント”を開催9/6

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
～電波のビームを自在にコントロールして、動画も撮影可能に～

5/24

地上波で大容量伝送が可能な技術を開発
～スーパーハイビジョンの地上放送を目指して～5/24

高分子膜を用いた超軽量スピーカーを開発
～従来の1/20の重量で、広帯域の音を再生可能に～5/21

三次元音響ミキシングシステムを開発
～スーパーハイビジョンの22.2マルチチャンネル音響を効率的
に制作～

5/20

スーパーハイビジョン音響の家庭再生方式を開発
～少ないスピーカーでも、22.2マルチチャンネル音響を再現～5/20

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5/19

スーパーハイビジョン・フル解像度カメラを開発
～SHVの本来の画質を実現！高解像度で屋外撮影も可能に～2010/5/18

発表内容年月日

51件取材

93件（うち、海外 40件）
1399人（うち、海外 411人）視察、見学

Broadcast
Technology

NHK技研R＆D技研だより

開所80周年記念イベントHP技研公開HP

機関誌

技研の研究活動と研究成果を国内外に周知する機関誌などを、
次のとおり発行した。NHK技研R＆Dは、デザインを一新し「コ
ンテンツ活用技術」、「放送通信連携技術」、「特殊情報入力デバイ
ス技術」などを特集した。海外向けのBroadcast Technologyで
は、「3次元映像処理技術」、「コンテンツ検索技術」などの最新の
研究内容を紹介した。
技研だより（和文、月刊） No.61~No.72
NHK技研R＆D（和文、隔月刊） No.121~No.126
研究年報（和文、年刊） 2009年度版
Broadcast Technology（英文、季刊） No.40~No.43
ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2009年度版

ホームページ

技研の概要、研究内容、学会発表、特許、技研公開などのイ
ベント情報、報道発表資料、機関紙などを一般公開ホームページで
紹介した。今年の技研公開では、土日に開催したイベント「なっ
とくテレビ塾」の参加者をNHKネットクラブと連携してホーム
ページで周知し募集した。また、秋の開所80周年イベントの周知
も行うなど、ホームページを積極的に広報活動に活用した。

652件合計

93件部外への講師派遣
73件一般雑誌などへの寄稿
134件海外学会・国際会議など
269件国内学会・研究会など
20件海外学会誌
63件国内学会誌

学会などへの発表

ACMMultimedia、SMPTEなど内外の学会で研究成果を多数
発表するとともに、IEEE Transactions、Optics Letters、
Advanced Materials、Applied Physics Lettersなどの学会誌に
論文が掲載された。

報道発表

放送技術研究所の研究成果を中心に、11件の報道発表を行った。

視察、見学、取材への対応

海外において、日本の地上デジタル放送方式の理解促進、普
及を図るため、南部アフリカ開発共同体（SADAC）やフィリピン、
アルゼンチン、チリなどから、要人の見学対応を行った。また、
欧州EBU、米CBS、韓国KBSなど海外から多くの放送関係者が
技研を訪れた。
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6.3.1

6.3.2

6.3 研究成果の活用

番組協力

研究開発成果は、多くの番組や番組連動企画で活躍している。
スーパーハイビジョンの研究開発で得られた技術を応用した単
板ハイビジョンカメラは、その小型で良好な撮影特性を生かし
て、ドラマの制作に使用された。自然・科学番組では、昆虫マ
イク、超高速度カメラ、暗闇でも撮影できるスーパーHARPカメ
ラが活躍した。一方、マラソン、ゴルフ、野球、水泳、祭りな
どの中継番組では、目的音を明りょうに集音できるリアキャン
セルマイクロホンや、使用環境を選ばないシリコンマイク、カ
メラマンの移動の制約を無くしたミリ波モバイルカメラが臨場
感あふれる番組制作に活躍した。2010年度に実施した番組協力
は、82件であった。

■紅白歌合戦などでミリ波モバイルカメラが活躍
自由に動き回ることができるワイヤレスカメラ「ミリ波モバイ
ルカメラ」は、ミリ波帯を用いた双方向伝送を実現し、低遅延で
安定した送り返し映像の伝送とリモートでのカメラの詳細な調
整が可能になったため、運用性が大幅に向上した。紅白歌合戦
では2008年からこのカメラを使用しており、ワイヤレスならで
はの高い機動性を生かした迫力ある映像の撮影に活躍している。
2010年度には、紅白歌合戦で50を超えるカットの撮影に使用さ
れたほか、ゴルフ中継などの屋外の中継番組にも使用された。

■NHK全国音楽コンクールをP2Pでライブ配信
インターネットで同時に多数の視聴者に向けてライブ映像を
配信するNHKのピアツーピア（P2P）技術を用いて、NHK全国学
校音楽コンクール（四国ブロック大会）をライブ中継した。会場に
来ることができなかった2,000人以上が利用した。

■NHKオンデマンドでのEN-Visionの利用
NHKオンデマンド（NOD）に、利用者が視聴したい番組を選ん
だときに、関連番組を推薦する機能が追加された。この関連番
組検索にEN-Visionの技術が利用されている。
EN-Visionシステムは、NODで公開されている番組のメタ
データを用いて、番組内容を説明する文章が類似している番組
を関連番組として自動的に選ぶとともに、出演者やジャンルが
共通の番組も組み合わせ、関連番組リストの候補とする。

■NHK文化祭で高校生によるTVML作品を発表
技研が開発した番組制作記述言語（TV programMaking
Language）を使って、3組の高校生グループがNHK文化祭で発表
した作品から、人気投票で最優秀作品を決めるまでの様子を、
「デジスタ・ティーンズ」で放送した。会場では、実写とCGを合
成したコンテンツを簡単に作ることができるツールとして、
TVMLに関心が集まった。

特許

デジタル放送規格に必須の特許を合理的な条件で一括ライセ
ンスする「デジタル放送パテントプール」への参加を通じて、NHK
保有特許の利用促進を図り、完全デジタル化に向けてデジタル

放送受信機の円滑な普及に寄与した。また、NHKの知的財産適
正管理の観点から、引き続き研究開発成果の権利化を推進する
とともに、特許庁ほか主催の「パテントソリューションフェア
2010」、横浜市ほか主催の「テクニカルショウヨコハマ2011」で
のNHK特許技術の紹介活動や技術移転拡大に向けた取り組みを
積極的に展開した。

「デジスタ・ティーンズ」公開収録NHKオンデマンドでの
関連番組の推薦

NHK全国音楽コンクールの
ライブ配信画面ミリ波モバイルカメラでの撮影
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6.3.3
受賞、学位取得 文部科学大臣表彰、放送文化基金賞、電波功績賞など25件を

受賞した。2010年度は、新たに8人が学位を取得した。2010
年度末の学位保有者は、92人となった。

1571278合計
23416海外
80意匠権

8受託研究00実用新案権
33技術協力・受託試験1329262特許権国内
件数区分年度末保有数新規取得数区分

■ 技術協力 （NHK総数）■ 特許権などの保有状況 （NHK総数）

19217ノウハウ1577323合計
2428特許権13629海外出願

（内訳）00意匠
43425許諾権利数00実用新案
28418契約件数1441294特許国内出願

年度末件数新規許諾数区分年度末件数新規出願数区分
■ 特許権などの実施許諾状況 （NHK総数）■ 特許などの出願状況 （NHK総数）

（名前は技研在籍者のみ掲載）

2011/3/1521GHz帯衛星放送における受信アンテナ
放射パターンの検討学術奨励賞（社）電子情報通信学会長坂正史

2011/3/11スーパーハイビジョンの光伝送技術の開発前島賞（財）逓信協会スーパーハイビジョン光伝送技術
開発グループ （代表）小山田公之

2011/1/20多視点立体映像システムの開発高柳記念奨励賞（財）高柳記念電子科学技術振興財団岩舘祐一

2010/12/15
高齢者のための音声・音響信号処理の研究
／ヒューマンコミュニケーションに関する
優秀な論文として受賞

ヒューマンコミュニケーション賞（社）電子情報通信学会小森智康

2010/11/15自動番組制作装置地方発明表彰 発明奨励賞（社）発明協会道家守

2010/10/19Current Status of the UHDTV（Super Hi-
Vision）Delivery

ABU Technical Review Prize for
2008 Best Article AwardABU正源和義

2010/10/1高機能・高画質映像取得および配信技術の
研究開発東京都功労者表彰東京都藤田欣裕

2010/9/15衛星放送の研究と放送衛星搭載成形ビーム
アンテナ実用化フェロー称号（社）電子情報通信学会正源和義

2010/9/8ネットワークアドリブシステムによる分散
協調型番組制作FITヤングリサーチャー賞（社）情報処理学会金子浩之

2010/9/1フル解像度スーパーハイビジョン用機器間
光インターフェースの試作鈴木記念奨励賞（社）映像情報メディア学会中村円香

2010/9/1
2009年年次大会「微細磁区構造の磁気光学
観察」と2009年冬季大会「スピン注入型光
変調素子のMO特性評価」の発表

鈴木記念奨励賞（社）映像情報メディア学会船橋信彦

2010/7/1スペシャルドラマ「坂の上の雲」の制作手法
を支えた技術開発と運用放送文化基金賞（財）放送文化基金「坂の上の雲」制作技術チーム

2010/7/1120GHz帯を用いた大容量番組素材伝送シ
ステムの開発放送文化基金賞（財）放送文化基金

120GHz帯番組素材伝送システム
開発グループ （株）フジテレビ
ジョン、NHK、NTT

2010/6/18マルチメディア放送に関する標準化の推進
にかかわる功績情報通信技術賞（社）情報通信技術委員会武智秀

2010/6/15地上デジタル放送のACによる緊急地震速
報伝送方式の開発電波功績賞 （電波産業会会長表彰）（社）電波産業会ACによる緊急地震速報伝送方式開

発グループ （代表）濱住啓之

2010/6/1画像工学研究会活動への貢献情報・システムソサイエティ活動功労
賞（社）電子情報通信学会境田慎一

2010/5/28
独自のアルゴリズムを用いて原画像がなく
てもMPEG-2映像符号化ストリームの画
質を高精度に推定できるデジタル放送映像
品質監視装置の開発

ハイビジョン・次世代テレビ技術賞（社）映像情報メディア学会デジタル放送映像品質監視装置開
発チーム

2010/5/28
リン光性高分子有機EL材料を用いインク
ジェット法によりフレキシブルディスプレ
イ用素子を形成しフレキシブルELディスプ
レイを試作した

藤尾フロンティア賞（社）映像情報メディア学会時任静士 鈴木充典 本村玄一

2010/5/28
地上デジタル放送方式信号内の1セグメン
トACキャリアに着目して緊急地震速報の
地域情報や震源地情報を符号化し伝送する
方式を開発

技術振興賞 開発賞（社）映像情報メディア学会
地上デジタル放送のACによる
緊急地震速報伝送方式開発グルー
プ

2010/5/28書名「映像メディア技術」丹羽高柳賞 著述賞（社）映像情報メディア学会（代表）八木伸行

2010/5/28高度衛星デジタル放送方式のARIB実証実
験丹羽高柳賞 論文賞（社）映像情報メディア学会橋本明記 斉藤知弘 小島政明

鈴木陽一 田中祥次

2010/5/28衛星デジタル放送の大容量化への貢献丹羽高柳賞 業績賞（社）映像情報メディア学会正源和義
2010/5/17国際活動奨励賞 国際協力賞対象分野日本ITU協会賞（財）日本ITU協会高田政幸
2010/5/17国際活動奨励賞 功績賞対象分野日本ITU協会賞（財）日本ITU協会青木秀一

2010/4/13有機材料を用いた撮像デバイス用光導電膜
の研究文部科学大臣表彰 若手科学者賞文部科学省相原聡

月日受賞理由賞の名称授賞者受賞者
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