
7.1　外部との連携

7.1.1　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。
放送業務の標準化を所掌するITU-R	SG6では、8Kスーパーハ

イビジョン（SHV）の映像方式の勧告BT.2020に引き続き、22.2
マルチチャンネル音響のスピーカー配置を含む、チャンネルベース・
オブジェクトベース複合方式の勧告BS.2051が2014年2月に成立
した。
MPEG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MMT（MPEG	Media	Transport）について、パケット構造やハ
イブリッド配信のための制御信号などMMTの主要パートが国際規
格になった。高能率音声圧縮符号化の規格であるMPEG-4	AAC
に、22.2マルチチャンネル音響の追加を提案し改定された。2013
年度から新たにインテグラル方式の立体テレビの符号化技術につ
いて標準化活動を開始した。
SMPTEでは、UHDTV映像規格S2036-1にITU-R	BT.2020	

に準じたフレームレート	120Hzおよび広色域対応を追加し改訂さ
れた。
米国のテレビ放送方式を策定する標準化団体ATSC

（Advanced	Television	Systems	Committee）が、2013年度に次
世代の地上デジタル放送方式の策定を開始した。NHKからSHV
地上放送を目指して研究開発を進めている伝送・多重技術の成果

をATSC3.0会合で提案し、会議に継続して参加した。
放送通信連携コンテンツの記述に用いられるHTML5を規定す

るW3C（World	Wide	Web	Consortium）では、総会であるTPAC	
（Technical	Plenary	/	Advisory	Committee	Meeting）会議で、
NHKから2013年3月のIPTVフォーラムでのハイブリッドキャスト仕
様策定と、同年9月からのサービス開始状況などを報告し、標準化
を推進した。
ベトナム・ハノイで開催されたアジア・太平洋放送連合（ABU）の
技術委員会・年次大会では、NHKから基調講演を行ったほか、9件
の制作・伝送・周波数などのトピックグループ議長報告やプロジェ
クトマネージャーによるレポート提出などを行った。このほか、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を
行った。
このほか、欧州放送連合（EBU）、国際標準化機構（ISO）、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、（一社）電子情報産業協会（JEITA）、（一社）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。

8Kスーパーハイビジョン、ハイブリッドキャストを中
心に技研のさまざまな研究成果をアピールするととも
に、技研公開をはじめとする各種広報・展示活動、外
部との連携、番組協力を積極的に進めた。

電波とネットの両方を用いて配信するための多重化
方式MMT（MPEG Media Transport）の主要パートが
MPEGでの国際規格に、22.2マルチチャンネルの音響
システムがITU-Rでの国際規格BS.2051として承認され
た。ITUの他にもABU、情報通信審議会、電波産業会
など国内外の標準化活動に貢献した。デジタル放送方
式ISDB-Tの国際展開にも講師の派遣など積極的に進
めた。

2013年度の技研公開は、「期待、見たい、感じた
い」をテーマに、世界初となる8K対応HEVCリアルタ
イムエンコーダーなどスーパーハイビジョン、ハイブリッ
ドキャストを中心に37項目の研究展示及び、特別講演
2件、研究発表3件を実施し、延べ20607人の方々にご
来場者いただいた。技研公開以外に、国内外で計31
件の外部展示を実施した。

その他、136件1771名の方々に視察・見学いただいた。
この中には41件387名の海外からの来訪者が含まれて
いる。

技研の研究成果は、13件の報道発表をはじめ、国
内外の会議、学会誌などに計610件を発表した。研
究成果の権利化も進め、2013年度は、NHK全体で、
488件の特許出願を行い、320件の権利を取得した。
NHKの特許保有件数は、2013年度末で2017件である。

外部との連携では、共同研究27件、受託研究7件、
滞在研究員28名（実習生24名を含む）、研究員海外派
遣2名を実施した。

研究成果のうち、多視点ロボットカメラ、ハイブリッ
ドセンサーによるバーチャルスタジオ、マラソン中継に
おけるマクロダイバーシティー受信システムなどがNHK
の番組制作に活用された。2013年度の番組協力の総
件数は53件である。なお、技研の研究成果の評価結
果として、2013年度は、電波功績賞、高柳健次郎業績
賞など36件受賞している。
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7.1.2　海外の研究機関等との連携
ブラジルでの	2014	年サッカーW杯、2016	年の	リオ	五輪
において、現地での8Kスーパーハイビジョン（SHV）伝送や制
作を円滑に進めるためには、現地の放送局や通信事業者との協
力関係の構築が重要である。SHVのブラジルから日本へのIP伝
送に向けて、ブラジルの学術回線団体RNPと協力して伝送テス
トを重ねた。また、SHV	の理解促進を目的として現地の放送
事業者TVGloboと協力して展示を実施した。
22.2chマルチチャンネル音響の標準化では、独フラウンホー
ファー研究所、ABU、TVGloboなど多くの研究機関等と協力を
得て進めた。
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および
CCTV（中国）、KBS（韓国）と合同で10月に中国・北京で開催
した。
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たことを契機に、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。その成果とし
て、ISDB-Tは海外15か国で採用された。2013年2月に採用を
決めたボツワナ共和国やフィリピンでのISDB-Tセミナーに講師
として参加した。

■主な標準化機関での活動における役職者 
■ ITU（国際電気通信連合） 
委員会名 役職
ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）	
SG6（放送業務）	 副議長

WP6B（放送サービスの構成とアクセス）	 議長

■ ABU（アジア・太平洋放送連合）
委員会名 役職
技術委員会	 副議長

■ 情報通信審議会
委員会名 役職
情報通信技術分科会
周波数管理・作業計画委員会	 専門委員
電波伝搬委員会	 専門委員
衛星・科学業務委員会	 専門委員
放送業務委員会	 専門委員
陸上無線通信委員会	 専門委員

■ TTC  （情報通信技術委員会） 
委員会名 役職
IPTV 専門委員会	 委員長

 

■ ARIB（電波産業会）
委員会名 役職
技術委員会
放送国際標準化ワーキンググループ	 座長
品質評価法調査研究会	 委員長
モニタリング評価法作業班主任	 主任
平面ディスプレイ画質評価法作業班	 主任
音声品質評価法作業班	 主任

放送新技術調査研究会	
将来型 3DTV検討作業班	 主任
次世代デジタル放送伝送技術検討作業班	 主任

デジタル放送システム開発部会	 委員長
SBTVD-T 規格化対応タスクフォース	 リーダー
権利保護作業班	 主任
映像符号化方式作業班	 主任
データ符号化方式作業班	 主任

高度データ映像（H.264）TG	 リーダー
多重化作業班	 主任

ダウンロード方式 TG	 リーダー
データ放送方式作業班	

アプリケーション制御アドホック	 リーダー
放送サービス応用メタデータ作業班	 主任
デジタル受信機作業班	 主任

ダウンロード TG	 リーダー
緊急情報伝送 TG	 リーダー
　　ACセキュリティAHG	 リーダー
超高精細度 TV放送受信機 TG	 リーダー

衛星デジタル放送作業班	 主任
地上デジタル放送伝送路符号化作業班	 主任
3DTV放送方式検討作業班	 主任

素材伝送開発部会	
　　地上無線素材伝送作業班	 主任

ミリ波素材伝送 TG	 リーダー
新周波数対応 FPU検討 TG	 リーダー

超高精細度 TVスタジオ設備開発部会	 委員長
音響システム検討作業班	 主任
機器間インタフェース検討作業班	 主任

規格会議
小電力無線局作業班	

ラジオマイクWG	
　　新デジタル伝送方式検討 TG	 リーダー
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7.1.3　共同研究、研究相互協力、連携大学院
2013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27件の共同研究および13件の研究相互協力を実施した。
また、8つの大学（千葉大学、電気通信大学、東京工業大学、
東京電機大学、東京理科大学、東邦大学、東北大学、早稲田

大学）と教育研究に対する連携・協力などを目的とした連携大学
院の協定を結び、非常勤講師の派遣、実習生の受け入れなどを
行った。

7.1.4　滞在研究員、実習生の受け入れ、研究者の海外派遣
ABU加盟機関からの若手研究者の受け入れプログラムに基づ
き、ベトナムから1名の研究者を受け入れた。また、国内の放送
事業者から2名の研究者を受け入れた。さらに、ポストドクター
に1件の研究委嘱を実施した（表1）。
大学等からの要請により、卒業論文や修士論文作成のための
実習生を9校（電気通信大学、東海大学、東京電機大学、東

京理科大学、長岡技術科学大学、早稲田大学、東京工業大学、
東京女子大学、慶應義塾大学）から24名受け入れ、指導を行っ
た。
海外における研究のため、アメリカに研究員2名を派遣した	

（表2）。

7.1.5　委託研究の受託
放送技術関連の研究をより効果的・効率的に推進するために、
国および公的機関の研究開発プロジェクトに参加して、研究を
実施している。2013年度は、国や公的機関（総務省、NICT*、
SCOPE**）から委託された7件の研究を実施した。
●	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

●	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
●	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

▶	革新的三次元映像表示のためのデバイス技術
▶	感性情報認知・伝達技術

●	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

●	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
法に関する研究開発

*	NICT：独立行政法人	情報通信研究機構
**SCOPE：戦略的情報通信研究開発推進制度

7.1.6　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
を延べ15回開催し、研究アドバイザーの方々からご意見をいた
だいた。また、5件の研究題目を客員研究員に委嘱し、研究を

実施した。

　表1　研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ

滞在研究員 2013/2/1～ 2013/6/30 スマートテレビに関するサービスモデルの研究
滞在研究員 2014/1/14～ 高度化ハイブリッドキャストにおけるサービスに関する研究

ABU滞在研究員 2012/12/1～ 2013/5/31 スーパーハイビジョンのケーブル伝送技術の研究
ポストドクター 2012/5/1～ 高精細映像における立体感の受容特性

　表2　研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ

アメリカ	デューク大学 2013/8/1～ 2014/1/31 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	ミシガン大学 2013/8/29 ～ 2014/2/28 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
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■ 研究発表 
タイトル	 講師
次世代放送システムのメディアトランスポート技術	 青木　秀一	 次世代プラットフォーム研究部
スーパーハイビジョン対応HEVCリアルタイム符号化装置	 杉藤　泰子	 テレビ方式研究部
大画面シート型テレビを目指したフレキシブル有機ＥＬディスプレー	 中嶋　宜樹	 表示・機能素子研究部

■ 研究展示

■ ポスター展示

■	体験型展示
	 1	 やさしい日本語でニュースを読んでみよう	 2	 あみの目の向こうのかくれんぼ	 3	 速く動いてもくっきり見える

7.2.2　海外展示
4月に、世界最大の放送機器展であるNAB	 Show	 2013

（National	Association	of	Broadcasters	Show	2013）において、
300インチシアター、カメラ、地上伝送など最新の8Kスーパーハイ
ビジョン（SHV）技術、およびハイブリッドキャストの研究成果を展
示し、技術が急速に進歩・発展していることをアピールした。期間
中、NAB	Showには約9万2千人が世界各国から来場した。
9月には、欧州最大の放送機器展IBC2013（International	

Broadcasting	Convention	2013）にて、NAB	Showと同様にSHV

とハイブリッドキャストのほか、8K対応のHEVCリアルタイムエン
コーダーを日本国外で初めて展示し、注目を集めた。IBCには約5万
3千人が来場した。
10月には、アジア太平洋地域の放送に関する課題を議論する
ABU2013（Asia-pacific	Broadcasting	Union	2013）においても
SHV・ハイブリッドキャストを展示し、アジア各国の放送関係者の
大きな関心を集めた。

■ 海外展示　3 件

1 ハイブリッドキャスト 14 評判分析のためのTwitter解析技術 27 2次創作を楽しむSNS型コンテンツ創作システム
2	 ハイブリッドキャストのさらなる進化 15 気象情報を対象にした手話CGへの翻訳システム 28 携帯端末のカメラを用いた放送通信連携技術
3 機動的なスーパーハイビジョン番組制作機材 16 2次元・3次元情報の触覚・力覚提示技術 29 12/21GHz帯広帯域衛星伝送技術

4
120Hzフルスペックスーパーハイビジョン
イメージセンサー

17
非圧縮スーパーハイビジョン信号伝送用
120GHz帯FPU

30 素材映像マネージメントシステム「素材バンク」

5 スーパーハイビジョンカメラ用小型記録装置 18 次世代放送システムのメディアトランスポート技術 31 NHK放送博物館

6
スーパーハイビジョンHEVCリアルタイム
エンコーダー

19
お年寄りにも聞きやすい番組音声調整
システム

32 NHK技術の活用と実用化開発の紹介

7
12GHz帯衛星放送によるスーパーハイビジョン
伝送技術

20 広色域スーパーハイビジョンシステム 33 放送局で活躍する技術

8 次世代地上放送に向けた大容量伝送技術 21 多視点ロボットカメラシステム 34 フレキシブル有機ELディスプレー
9 スーパーハイビジョン長距離光伝送システム 22 低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式 35 ホログラムメモリーの高速再生技術

10
音響一体型145インチスーパーハイビジョン
ディスプレー

23 IP無線モバイル中継技術 36 次世代撮像デバイスに向けた要素技術

11 インテグラル立体テレビ 24 次世代地上放送の移動体・携帯端末向け伝送技術 37 リモコンの色ボタンチャンネル誘導サービス

12
超解像技術を用いたリアルタイム映像符号化
システム

25 P2Pライブ映像配信技術 J デジタル放送受信相談コーナー

13 ハイブリッドキャストアプリ制作・配信システム 26 放送通信統合型のアクセス制御システム

1 放送コンテンツの並列分散処理システム 6 光電変換膜内の低電圧電荷増倍技術 11 光波長多重を用いたディスプレー駆動技術

2	
スーパーハイビジョン22.2マルチチャンネル
音響ワンポイントマイクロホン

7 磁性細線の低電流磁区駆動技術 12 セルフアライン酸化物TFT作製技術

3
インテグラル立体テレビ観視時の眼球の調節
応答

8 薄型光ディスクを用いた高密度記録技術 13
サブミクロンサイズの構造物による発光素子の指向
性制御

4
大規模災害など緊急放送の字幕付与に向けた
音声認識の改善

9 トンネル効果を用いたスピン注入型空間光変調器

5 個人嗜好モデルに基づく番組推薦技術 10 熱音響効果を用いたフレキシブル発音素子

イベント名 日程 展示項目
NAB	Show	2013（アメリカ・ラスベガス） 4/8 ～ 4/11 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
IBC2013（オランダ・アムステルダム） 9/13 ～ 9/17 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ABU2013（ベトナム・ハノイ） 10/23 ～10/29 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
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7.2.3　国内展示
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、インターネット経由で放送番組の関

連コンテンツを番組進行に同期して提供する“ハイブリッドキャスト
連動アプリ”を開発し、多くのイベントで出展した。

■ 国内展示　28 件

7.2.4　学会などへの発表
映像情報メディア学会、電子情報通信学会などの国内学会で
研究成果を多数発表したほか、IEEE	Transactions、Applied	
Physics	Letters、Advanced	Functional	Materialsなどの海外
学会誌に論文が採録された。

7.2.5　報道発表
放送技術研究所の研究成果を中心に、13件の報道発表を行っ

た。

7.2.6　視察、見学、取材への対応
ハイブリッドキャストやスーパーハイビジョンなど研究開発成果
の普及促進のため、国内外の放送関係者に対する見学対応を行っ
た。また、ＩＴＵやＩＢＣなどの規格化や国際展示会を主催する要
人、世界各国の放送事業者など、海外から多くの放送関係者が技
研を訪れた。
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イベント名(主なもの) 日程 展示項目
渋谷ＤＥどーも 5/3 ～ 5/5 テレビのしくみ、ハイブリッドキャスト
ケーブル技術ショー 7/30 ～7/31 スーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送技術
NHKサイエンススタジアム 9/28 ～ 9/29 スーパーHARPカメラ、ウルトラハイスピードカメラ
CEATEC　JAPAN	2013 10/1～10/5 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ひろしまIT総合展 10/23 ～10/25 ハイブリッドキャスト
NHK大阪放送局会館公開 11/8 ～11/10 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
NHK松山放送局会館公開 11/22～11/24 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト
ソチ五輪記念イベント「NHKオリンピックパーク」（渋谷） 2/8 ～ 2/23 ぐるっとビジョン、ウルトラハイスピードカメラ
NHK名古屋放送局テレビ60周年記念イベント 2/28 ～ 3/2 スーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト

国内学会誌	 58件
海外学会誌	 34件
国内学会・研究会など	 265件
海外学会・国際会議など	 130件
一般雑誌などへの寄稿	 51件
部外への講師派遣	 72件

合計	 610件

年月日 発表内容

2013/5/9
新しい多視点ロボットカメラシステムを開発
～複数カメラの連動制御で、よりダイナミックな映像表現が
可能に～

	5/9 「物の輪郭をなぞる感覚」を再現できる装置を開発～触れてわかる情報伝達の実現に向けて～	

5/9 「第67回技研公開」の開催について～ “期待、見たい、感じたい”をテーマに5月30日（木）から～

	5/9 世界初！	スーパーハイビジョン（8K）
～HEVC	符号化装置を開発～	

5/16 酸素や水分に強い有機ELデバイスを開発
～薄くて軽いシート型ディスプレーの実現に向けて～		

	5/16
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
～時空間符号化技術でより安定した大容量伝送が可能に～

5/23 低遅延型デジタルラジオマイクの伝送方式を開発
～800MHz帯の円滑な周波数移行に向けて～

視察、見学
136件（うち、海外　41件）
1771人（うち、海外　387人）

取材 35件

年月日 発表内容

5/23 ハンディカメラでリアルタイムCG合成を実現
～カメラの位置や姿勢を計測する小型センサーの開発～	

5/27 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

6/18
「2013年	ウォルター・コソノキー賞」を受賞
～スーパーハイビジョン（8K）イメージセンサーの研究に対し
て～	

	9/5 手話CG	評価ホームページを開設
～手話サービスの充実を目指して～	

2014/1/20 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

2/13 「第68回	技研公開」の日程を決定～	“ココロ動かすテクノロジー ”	をテーマに5月に開催	～	



7.2.7　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、「自然言語処理」、「高フレームレート映像
技術」「３次元映像技術」などを特集した。
海外向けのBroadcast	Technologyでは、「次世代地上放送に

向けた大容量伝送方式」、「やさしい日本語ニュースの公開実験」、
「スーパーハイビジョン用のイメージセンサーの研究・開発の動向」
などの最新の研究内容を紹介した。

■国内向け刊行物
　技研だより（和文、月刊）	 No.97～ No.108
　ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ（和文、隔月刊）	 No.139 ～ No.144
　研究年報（和文、年刊）	 2012年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast	Technology（英文、季刊）	No.52～ No.55
　ANNUAL	REPORT（英文、年刊）	 2012年度版

7.2.8　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、機関紙などを一般公開ホームページで紹介した。ホームペー
ジのデザインをリニューアルし、情報を整理して分かりやすく見やす
いレイアウトを採用した。今年の技研公開では、テーマ音楽「その一
歩先へ」の公開や、土日に開催したイベント「実験室探検隊」の参
加者をNHKネットクラブと連携してホームページで募集を行うなど、
ホームページを積極的に広報活動に活用した。

7.3　研究成果の活用

7.3.1　番組協力 
研究開発成果は、多くの番組で利用されている。複数台のカメラ

を組み合わせて立体的な映像表現を可能にする多視点ロボットカ
メラシステムが、体操競技やフィギュアスケートの中継番組でダイナ
ミックに移動する被写体の撮影に用いられた。自然・科学番組で
は、暗闇でも撮影できるスーパーHARPカメラ、超高速度カメラ、昆
虫マイクが活躍した。2013年に実施した番組協力は、53件であっ
た。

■スポーツ中継で多視点ロボットカメラが活躍
移動する被写体の位置と動きに応じた多視点映像を撮影できる

多視点ロボットカメラシステムが、第52回NHK杯体操選手権にて
利用された。スポーツ選手を取り囲むように配置した複数のカメラで
同時に撮影した映像を切り替えて表示することで、時間を止めて被
写体の周囲を取り囲んで見ているかのような映像表現「ぐるっとビ
ジョン」を実現した。平行棒や鉄棒などの演技において、１つの視点
の映像では分かりづらかった選手の動きや姿勢を、さまざまな視点

の映像を用いて分かりやすく表現した。

■ ハイブリッドセンサーによるバーチャルスタジオ

カメラの動きや位置の情報を取得する小型センサー「ハイブリッ
ドセンサー」を、実写映像とCG映像を合成するバーチャルスタジ
オの撮影に使用した。ハイブリッドセンサーをハンディーカメラやク
レーンカメラに搭載することで、臨場感のある多彩なカメラワークが
可能となった。地方局でのさまざまな番組制作でも活用され、小規
模なスタジオセットでも画面いっぱいにCGを合成することで、広が
りのある映像表現を実現した。

■マラソン中継でマクロダイバーシティー受信システム
が活躍

マラソンなどのスポーツ中継では、移動するバイクや中継車から
無線で送信した映像を複数の受信点で受信している。開発したマク
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TECHNOLOGY

技研ホームページ



ロダイバーシティー受信システムでは、従来よりも広範囲の数km～
数十km離れた各受信点の映像からノイズの少ない映像を組み合
わせることができ、安定に移動中継できるエリアを拡大することが

できた。また、このシステムはゴルフなどマラソン以外の競技の中継
でも活躍した。

7.3.2　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、デジタル放送の円滑な普及に寄与した。ま
た、NHKの知的財産を適正に管理する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、NHK保有技術をまとめた「技術

カタログ」を活用し、放送センターで開催された「番組技術展」や横
浜市他主催の「テクニカルショウヨコハマ2014」など地方自治体と
連携したイベントにおいてNHK保有技術や利用する仕組みのPR
を展開するなど積極的な技術移転活動に取り組んだ。

 
7.3.3　受賞、学位取得
電波功績賞、高柳健次郎業績賞など36件を受賞した。2013
年度は、新たに6人が学位を取得した。2013年度末の学位保
有者は、84人となった。
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ぐるっとビジョンによる平行棒の映像 開発したマクロダイバーシ
ティー受信システム

ハイブリッドセンサーを搭載した
ハンディーカメラ

区分 新規許諾数 年度末件数
契約件数 38 289
許諾権利数 29 426
（内訳）

特許権 17 217
ノウハウ 12 209

特許権などの実施許諾状況 (NHK総数）

区分 　件数
技術協力 28
受託研究 7

■ 技術協力 (NHK総数）

区分 新規出願数 年度末件数
国内出願 特許 447　　　　 1299　　　　

実用新案 0　　　　 0　　　　
意匠 0　　　　 　　　　0　　　　

海外出願 41　　　　 232　　　　
合計 488　　　　 1531　　　　

特許などの出願状況

区分 新規取得数 年度末保有数
国内 特許 307　　　　 1815　　　　

実用新案 0　　　　 0　　　　
意匠 0　　　　 　　　　8　　　　

海外 13　　　　 194　　　　
合計 320　　　　 2017　　　　

特許権などの保有状況

■ 特許




