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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、当所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国際電気通信連合無線通信部

門ITU-R SG6では、地上デジタルテレビジョンサービスのプラ
ンニング基準勧告BT. 1368に、現行の地上デジタル放送方式
であるISDB-Tと欧州の地上デジタル放送方式DVB-Tの混信保
護比を追加したほか、次世代地上放送に向けた野外実験の新レ
ポートに、熊本県人吉市で実施している8Kスーパーハイビジョ
ン（SHV）地上伝送実験の結果を寄与した。
MPEGでは、4K/8Kスーパーハイビジョン衛星放送のメディ

アトランスポート方式の（一社）電波産業会（ARIB）標準規格
（ARIB STD-B60）をもとに、MMT（MPEG Media Transport）
を用いる放送システムのためのMMT標準規格の拡張や制約に
ついて提案し、標準化中のMMT実装ガイドラインに記載され
た。2014年7月のMPEG札幌会合では、MMT対応の放送送受
信機のデモ展示を行うなど、開発成果をアピールした。3次元
音響の符号化方式であるMPEG-H 3D Audioへの提案技術を主
観評価し、有効性を検証した。立体符号化の標準化に向けた
検討では、インテグラル立体テレビについて、開発状況やテス
ト画像に関する寄書を入力した。
米国の映像技術に関する標準規格を策定するSMPTE

（Society of Motion Picture and Television Engineers）では、
7年ぶりとなる日本会合開催を（一社）映像情報メディア学会と

協調して企画し、6月に千代田放送会館にて実施した。また規
格化作業では2013年に提案したUHDTV（Ultra High Defi nition 
Television）インターフェース仕様が規格ST2036-4として承認
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）では、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、2014年6月に（一社）IPTVフォーラムで公開されたハイブ
リッドキャスト技術仕様2.0版の改訂内容についてNHKから報
告し、標準化を推進した。
中国・マカオで開催されたアジア・太平洋放送連合（ABU）
の技術委員会・総会では、SHVの技術展示を行ったほか、技
術委員会では、当所から技術委員会議長が選出された。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
ジウムでもSHVの技術展示や講演を行った。
さらに、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当所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。
国際電気通信連合ITUやアジア・太平洋放送連合ABU、情報通信審議会、（一社）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や会合への出席など積極的に進めた。
2014年の技研公開は、「ココロ動かすテクノロジー」をテーマに、2020年の東京五輪に向けて8Kスーパーハイビ
ジョンの研究開発が加速していることのほか、ハイブリッドキャスト、立体テレビ、人にやさしい放送技術、高度
な番組制作技術など、最新の研究成果31項目およびポスター9項目、体験型展示2項目などを展示し、開催期間中
延べ20,115人の方々に来場いただいた。技研公開以外に、国内外で計53件の外部展示を実施した。
その他、140件1,989名の方々に当所を視察・見学いただいた。この中には36件519名の海外からの来訪者が含ま
れている。
当所の研究成果は、15件の報道発表をはじめ、国内外の会議、学会誌などに計587件を発表した。研究成果の権
利化も進め、2014年度は、NHK全体で365件の特許出願を行い、209件の権利を取得した。NHKの特許保有件数
は、2014年度末で1,972件である。
外部との連携では、共同研究28件、受託研究7件、滞在研究員19名（実習生17名を含む）、2名の海外派遣を実施
した。
NHKの番組利用では、多視点ロボットカメラ、ミリ波帯の電波を使用するワイヤレスカメラ、臨場感のある多彩
なカメラワークが可能となるハイブリッドセンサーが活躍した。2014年度の番組協力の総件数は34件である。な
お、当所の研究成果の評価結果として、2014年度は電波功績賞、前島密賞など37件の表彰を受けた。

7　研究関連業務
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7.1.2　海外の研究機関等との連携
ブラジルで開催された2014FIFAワールドカップにおいて、
9試合をFIFAと共同で8Kスーパーハイビジョン（SHV）制作し、
ブラジルと国内の7会場でライブ中継のパブリックビューイン
グを実施した。現地のブラジルから日本へのIP伝送では、ブラ
ジルの学術回線団体RNPと協力して、SHV信号を伝送した。

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。
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、中国のABS
（Academy of Broadcasting Science）お よ びCCTV（China 

■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（符号化・マルチメディア） 議長

■ABU（アジア・太平洋放送連合）
委員会名 役職
技術委員会 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
調査・研究・開発
　　調査研究会
　　　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
　　　　音声品質評価法作業班 主任
　　開発部会（放送分野）
　　　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
　　　　デジタル放送共通技術系
　　　　　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
　　　　デジタル送受信技術等系
　　　　　デジタル受信機作業班 主任
　　　　　　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
　　　　素材伝送開発部会
　　　　　地上無線素材伝送作業班 主任
　　　　　　次世代デジタルFPU検討TG サブリーダー
　　　　　　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
　　　　　映像システム検討作業班 副主任
　　　　　音響システム検討作業班 主任
　　　　　機器間インターフェース検討作業班 主任
普及啓蒙等
　　普及戦略委員会
　　　　デジタル放送国際普及部会
　　　　　デジタル放送普及活動作業班（DIBEG）
　　　　　　新採用国対応タスクフォース 主任
標準規格策定
　　規格会議（放送分野）
　　　　省電力無線局作業班
　　　　　ラジオマイクWG
　　　　　　新デジタル伝送方式検討TG リーダー
協議会等事務局業務
　　ITS情報通信システム推進会議
　　　　企画部会
　　　　　高度化専門委員会 委員
　　　　　　次期システム規格TG 委員
　　　　　　放送システムTG 主査
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Central Television）、 韓 国 のKBS（Korean Broadcasting 
System）と合同で11月に当所で開催した。
2006年6月にブラジルが日本の地上デジタル放送方式であ

る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16か国で採用
された。2013年11月に採用を再表明したフィリピンでの
ISDB-Tセミナーに講師として参加し、日比共同作業部会にも
出席した。

7.1.4　滞在研究員、実習生の受け入れ、研究者の海外派遣
国内の放送事業者から1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6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）から17名受け入
れ、指導を行った。
海外における研究のため、アメリカとカナダに研究員2名を

派遣した（表2）。

7.1.3　共同研究、研究相互協力、連携大学院
2014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28件の共同研究および22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。

表1　研究者受入内容

種類 期間 研究テーマ
滞在研究員 2014/1/14～ 2014/6/13 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
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

ダートマス大学 2014/9/1～ 2015/2/28 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
カルガリー大学 2014/11/30～ 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

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。2014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

●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
　➢伝送容量可変化技術の開発

●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

　＊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
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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16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、4件の研究題目を客員研究員に委嘱し、研究を実
施した。

7.2　研究成果の公開

7.2.1　技研公開
2014年の技研公開は、「ココロ動かすテクノロジー」をテー

マに、8Kスーパーハイビジョン（8K）の他、ハイブリッドキャ
スト、立体テレビ、人にやさしい放送技術、高度な番組制作技
術など最新の研究成果31項目、およびポスター9項目、体験
型展示2項目などを展示し、開催期間中延べ20,115人が来場し
た。8K展示では、多彩な8Kカメラをはじめ、衛星、地上、
ケーブルテレビでの伝送技術、8Kの高精細な大画面を生かし
たハイブリッドキャストのサービス例などを展示し、2020年

の東京五輪に向けて8Kの研究開発が加速していることをア
ピールした。講堂の8Kシアターでは、「シアターカメラ」の紹
介とともに、シアターカメラで撮影したオペラ「リゴレット」を
上映し、8Kの迫力ある映像・音響を体感いただいた。
公開実施日程
・5月27日（火）オープニングセレモニー
・5月28日（水）招待内覧会
・5月29日（木）～6月1日（日）一般公開

■放送技術研究委員会委員 （敬称略）2015年3月
◎：委員長　○：副委員長

氏名 所属
◎相澤　清晴 東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授
　金山　敏彦 独立行政法人　産業技術総合研究所　副理事長
　河合　俊明 株式会社TBSテレビ　取締役　技師長
　小池　康博 慶應義塾大学　理工学部　教授
　小林　哲則 早稲田大学理工学術院　基幹理工学部　教授
　篠原　弘道 日本電信電話株式会社　代表取締役副社長　研究企画部門長
　鈴木　陽一 東北大学　電気通信研究所　教授
　高田　潤一 東京工業大学大学院　理工学研究科　教授
　高原　　淳 九州大学　先導物質化学研究所　所長
○富田二三彦 独立行政法人　情報通信研究機構　理事
　中島　康之 株式会社KDDI研究所　代表取締役所長
　中田　安優 株式会社フジテレビジョン　常務取締役
　久恒　達宏 総務省　情報流通行政局　放送技術課長
　美濃　導彦 京都大学　情報環境機構長
　村田　正幸 大阪大学大学院　情報科学研究科　教授

■研究アドバイザー （敬称略）2015年3月
氏名 所属
安藤　　真 東京工業大学大学院　理工学研究科　教授
伊藤　公一 千葉大学　フロンティア医工学センター　教授
伊東　　晋 東京理科大学　理工学部　教授
伊福部　達 東京大学　名誉教授（高齢社会総合研究機構　特任研究員）
今井　秀樹 東京大学　名誉教授
内田　龍男 仙台高等専門学校長
大賀　壽郎 芝浦工業大学　名誉教授
大槻　知明 慶應義塾大学　理工学部　教授
甲藤　二郎 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
亀山　　渉 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
川田　善正 静岡大学　工学部　教授
塩入　　諭 東北大学　電気通信研究所　教授
染谷　隆夫 東京大学　工学系研究科　教授
髙畑　文雄 早稲田大学　理工学術院　基幹理工学部　教授
谷口　高士 大阪学院大学　情報学部　教授
徳丸　克己 筑波大学　名誉教授
羽鳥　光俊 東京大学　名誉教授
浜本　隆之 東京理科大学　工学部第一部　教授
原島　　博 東京大学　名誉教授
板東　武彦 新潟大学　名誉教授

客員研究員 （敬称略）2015年3月
氏名 所属
小澤　賢司 山梨大学大学院　医学工学総合研究部　教授
平栗　健史 日本工業大学　電気電子工学科　准教授
中田　時夫 東京理科大学　総合研究機構  太陽光発電研究部門  嘱託教授
府川　和彦 東京工業大学大学院　理工学研究科　教授

8K関連技術展示の様子入口の様子 エントランス正面
8Kによるグリーティング
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7.2.2　海外展示
4月 に 世 界 最 大 の 放 送 機 器 展 で あるNAB（National 
Association of Broadcasters）Show 2014において、350イン
チシアター、HEVCリアルタイムエンコーダー、8Kカメラ、地
上伝送など最新の8K技術の研究成果を展示し、8K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には世界各国から約9万8千人が来場した。
9月には欧州最大の放送機器展IBC2014（International 

Broadcasting Convention 2014）にて、8K衛星放送やインター
フェースの展示のほか、8K 120Hzカメラと120Hzで撮影した
FIFAワールドカップブラジルの模様を上映し、大きな注目を集

めた。IBCには約5万5千人が来場した。
そのほか、8月には南米最大の放送機器展であるSET Expo 
2014、10月にはABU-GA 2014（Asia-pacific Broadcasting 
Union-General Assembly 2014）、1月にはハワイで開催され
たPTC’15（Pacific Telecommunications Council 2015）、中
東地域で初めての8K出展となったIBC Content Everywhere 
MENA、3月にはABU-DBS（Digital Broadcasting Symposium）
など、8Kを中心とした最新技術の国際発信を精力的に行った。

■講演
タイトル 　講師
8Kスーパーハイビジョン医療応用への期待 永井　良三 氏 自治医科大学 学長
木を見て森も見るビッグデータ解析技術 樋口　知之 氏 情報・システム研究機構理事　統計数理研究所長

■研究発表
タイトル 　発表者
放送通信連携システムの機能拡張～ハイブリッドキャストの高度化に向けて～ 大亦　寿之 ハイブリッド放送システム研究部
8Kスーパーハイビジョンにおける光インターフェースの開発と標準化動向 添野　拓司 テレビ方式研究部
多視点カメラを用いたインテグラル立体像の生成手法 池谷　健佑 立体映像研究部

■海外展示7件
イベント名 日程 展示項目
NAB Show 2014（アメリカ・ラスベガス） 4/7～ 4/10 8Kカメラ、HEVCエンコーダー、地上伝送
SET Expo 2014（ブラジル・サンパウロ） 8/25～ 8/27 8Kコンテンツ上映、地上伝送
IBC2014（オランダ・アムステルダム） 9/12～ 9/16 8K120Hzカメラ、衛星放送、インターフェース
ABU-GA 2014（中国・マカオ） 10/21～ 10/28 8Kコンテンツ上映
PTC'15（アメリカ・ホノルル） 1/18～ 1/21 8Kコンテンツ上映
IBC Content Everywhere MENA（アラブ首長国連邦・ドバイ） 1/20～ 1/22 8Kコンテンツ上映、8K120Hzカメラ
ABU-DBS 2015（マレーシア・クアラルンプール） 3/3～ 3/6 8Kコンテンツ上映、8Kカメラ

■研究展示

1 8Kスーパーハイビジョンに対応したハイブリッド
キャスト 13 音声認識字幕制作システムの高精度化 25 高速なファイル転送を実現する双方向FPU

2 超小型120Hz 8Kスーパーハイビジョンカメラ 14 顔表情を部分的に取り入れた手話CG翻訳システ
ム 26 SDNを利用した放送局映像取材網

3 8Kスーパーハイビジョン衛星放送システム 15 立体や図を伝える触覚提示技術 27 新デジタル方式ワイヤレスマイク
4 フルスペック8Kスーパーハイビジョン映像機器 16 次世代地上放送の伝送技術 28 光電変換膜積層型固体撮像デバイス

5 8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送方
式 17 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 29 放送現場で活躍する機材

6 メモリー着脱型8Kスーパーハイビジョン小型記録
装置 18 次世代CAS技術 30 NHK技術の活用と実用化開発の紹介

7 ディスプレー　一体型スピーカーによる8Kスー
パーハイビジョン音響再生 19 8Kスーパーハイビジョンの普及を目指した新機材 31 8Kスーパーハイビジョン「シアターカメラ」

8 フレキシブル有機ELディスプレー 20 1億3300万画素イメージセンサー S1 ハイブリッドキャスト
9 インテグラル立体テレビ 21 リアルタイム時空間解像度変換装置 S2 放送とネットサービス事業者による連携

10 立体像表示のためのスピン注入型空間光変調器 22 新しいキーワードによる検索を可能とする映像検
索システム M NHK放送博物館

11 ハイブリッドキャストの高度化に向けた要素技術 23 放送通信連携サービスのためのプライバシー保護
技術 J デジタル放送受信相談コーナー

12 テレビ視聴時の興味内容推定を利用した番組ナビ
ゲーション 24 可視光を用いた水中ワイヤレスIP伝送技術

■ポスター展示

1 「素材バンク」における動画被写体領域の抽出手法～映像素材の効果的・効率的な利活用に向けて～ 4 ニュース特有表現の外国人理解度について～最適
な「やさしい」日本語のニュースに向けて～ 7 撮像デバイスの3次元構造化技術～超高精細と高

フレームレートの両立を目指して～

2 4K/8Kカメラの解像度特性測定法 5 脳活動分析による番組視聴中の心理状態推定技術
～新たな映像評価技術の可能性～ 8 有機撮像デバイスの直接積層技術～小型で高画質

な単板カラーカメラの実現を目指して～

3
8Kスーパーハイビジョン音響制作における残響付
加と空間的印象の関係～高臨場感を得るための簡
易な制作手法の検討～

6
微細構造による光の指向性制御技術～将来の立体
ディスプレイ応用を目指して～ 9

長期タイムシフト環境における視聴行動～クラウ
ド時代の新しいVOD視聴サービスを目指して～

■体験展示
1 さわれるテレビ 2 飛び出すテレビ
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7.2.3　国内展示
全国各地のNHKが主催あるいは協力するイベントにおいて、

年間を通じて当所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、テレビ番組に合わせて手のひらの中の

デバイスを振動させる「さわれるテレビ」の展示装置を開発し、
多くのイベントで展示した。

7.2.6　視察、見学、取材への対応
8Kスーパーハイビジョンや8Kハイブリッドキャストなど研

究開発成果の普及促進のため、国内外の放送関係者や映画や
美術関係者および医療関係者など、幅広い分野の方々に見学
対応を行った。また、国際電気通信連合（ITU）やIBC
（International Broadcasting Convention）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当所を訪れた。

7.2.4　学会などへの発表
（一社）映像情報メディア学会、（一社）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、Journal of Applied Physics、Journal of the 
Society for Information Displayなどの海外学会誌に論文が採
録された。

7.2.5　報道発表
当所の研究成果を中心に、15件の報道発表を行った。

■国内展示46件
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、音声認識シルエットクイズ等
「2014 FIFAワールドカップ　ブラジル」8Kパブリックビューイング 6/15～ 7/14 8Kスーパーハイビジョン
ケーブル技術ショー 7/29～ 7/30 8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ伝送技術
映像情報メディア学会年次大会・KTVテクニカルフェア 2014 8/31 8Kスーパーハイビジョン、ぐるっとビジョン、ハイブリッドキャスト等
CEATEC JAPAN 2014 10/7～ 10/11 8Kスーパーハイビジョン、8Kハイブリッドキャスト
オーディオホームシアター展 10/17～ 10/19 8Kスーパーハイビジョン
NHKサイエンススタジアム2014 10/18～ 10/19 CGキャラクター操作体験、飛び出すテレビ、さわれるテレビ等
NHK大阪放送局会館公開 11/8～ 11/10 ハイブリッドセンサー、CGキャラクター操作体験等
NHK松山放送局会館公開 11/22～ 11/23 20年後の耳体験、CGキャラクター操作体験等

国内学会誌 62件
海外学会誌 34件
国内学会・研究会など 241件
海外学会・国際会議など 120件
一般雑誌などへの寄稿 51件
部外への講師派遣 79件

合計 587件

視察、見学 140件（うち、海外36件）
1,989人（うち、海外519人）

取材 22件

年月日 発表内容

2014.5.15 水中ワイヤレスIP伝送技術を開発～水中映像の安定したワイヤレ
ス伝送を実現～

5.15 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

5.15 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～8Kカメラも　より小さく、より高画質に～

5.15 「第68回　技研公開」の開催について

5.20 リアルタイム時空間解像度変換装置を開発～多様な映像フォー
マットに対応した超高圧縮映像伝送を目指して～

5.20 次世代の多重化方式“MMT”に対応した送受信装置を開発～放送
と通信のさらなる連携が可能に～

5.20 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

5.22 電子ホログラフィー用立体表示デバイスを開発～アクティブ・マ
トリクス駆動で超多素子化が可能に～

年月日 発表内容

5.22 物体の硬さの触感覚も伝達できるシステムを開発～物体を非接触
で測定し、触った感覚を再現～

9.4
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～FIFAワールドカップの世界最高峰のプレー
をより鮮明な高臨場感映像で～

9.11 長寿命で低コストなリン光有機ELデバイスを実現～フレキシブル
ディスプレイの実用化に向けて～

10.16 OFDMデジタルワイヤレスマイクを開発～高品質・低遅延を実現
したマイクシステム～

12.16 ～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

2015.1.8 「第69回　技研公開」の日程を決定～8Kスーパーハイビジョンを中心に5月に開催～

2.9 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
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7.2.7　機関誌
当所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、「シート型ディスプレー」、「聴覚障害者

向け放送のバリアフリー技術」「8Kスーパーハイビジョン　カ
メラ・音響技術」などを特集した。
海外向けのBroadcast Technologyでは、「FPUの研究動向」、

「有機ELの研究動向」、「8Kスーパーハイビジョン音響制作シス
テムの開発と標準化動向」などの最新の研究内容や動向を紹介
した。

■国内向け刊行物
　技研だより（和文、月刊） No. 109～No. 120
　NHK技研R & D（和文、隔月刊） No. 145～No. 150
　研究年報（和文、年刊）  2013年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast Technology（英文、季刊） No. 56 ～No. 59
　ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2013年度版

7.2.8　ホームページ
当所の概要、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。
2014年の技研公開では、パソコン向けのホームページに加え
て、スマートフォン向けのホームページを開設した。スマート
フォンの操作性を生かしたページで、会場案内やお勧めの見学
ルートを掲載するなど、来場者の利便性を向上させた。

7.3　研究成果の活用

7.3.1　番組協力
当所の研究開発成果は、さまざまな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や、ミリ波帯の電波を使用して
ハイビジョン映像を高画質・低遅延に伝送できるワイヤレスカ
メラが、フィギュアスケートや体操競技の中継番組で用いられ
た。そのほか、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るハイブリッドセンサーが番組制作で活
躍した。2014年に実施した番組協力は、34件であった。

■カメラ姿勢情報取得技術を「軍師官兵衛」の
VFXに活用
撮影が困難なシーンや実在しない被写体をCGで描画して実写

映像に合成するVFX（ビジュアルエフェクツ＝視覚効果）を実現
するには、撮影したカメラの姿勢情報の取得が必要となる。今
回、ダイナミックに動くカメラの位置や向きなどの姿勢情報を
取得する技術を新たに開発し、大河ドラマ　軍師官兵衛の第27
回「高松城水攻め」のVFXに活用した。
開発した映像解析技術は、被写体の特徴的な部位を精度よく
追跡することで、様々な撮影状況でも安定して高精度にカメラ
の位置や姿勢を推定できる。「高松城水攻め」では、全自動でカ
メラの姿勢推定を行うことで、沼地に囲まれた難攻不落の高松
城とこれを取り囲むように築かれた堤防などのVFX制作に貢献
した。

NHK技研R & D Broadcast Technology技研だより

技研公開スマートフォン向けホームページ
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■NHK杯フィギュアで多視点ロボットカメラを
利用
移動する被写体をさまざまな方向から同時に撮影できる多視
点ロボットカメラシステムを、NHK杯国際フィギュアスケート
競技大会の中継で利用した。
今回、カメラの台数を従来の9台から16台に増やし、被写体

の周囲を回り込む角度を大きく、より滑らかに映像が切り替わ
る映像表現「ぐるっとビジョン」を実現した。さらに、ロボット
カメラ部の小型化、ケーブル本数の削減、映像処理の高速化な
ど、性能面・運用面で大幅に向上させた。中継では、ジャンプ
時の蹴り出しや空中での姿勢などを、視点を変えた映像でわか
りやすく表現するとともに、現場でのシステム設置・調整時間
の短縮による運用性向上を確認した。

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、動画像圧縮技術を対象とした「HEVCパテントプー
ル」への参加も決まり、ライセンスが開始された。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、技術移転可能なNHK保有技術をまとめた
「技術カタログ」を活用し、「技研公開」や放送センターで開催さ
れた「番組技術展」、横浜市ほか主催の「テクニカルショウヨコ
ハマ2015」など地方自治体と連携したイベントにおいて、NHK
保有技術やこれらの技術を利用する仕組みの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
2014年度は、電波功績賞、高柳健次郎業績賞など36件を受

賞した。2014年度は、新たに8人が学位を取得した。2014年
度末の学位保有者は、88人となった。

軍師官兵衛「高松城水攻め」の映像化

カメラ姿勢情報取得技術を利用

高松城や足軽等を合成

加工前

加工後

ぐるっとビジョンによるフィギュアスケート競技の映像

■特許
特許などの出願状況

区分 新規出願数 年度末件数
国内出願 　特許 354 1,307

　実用新案 0 0
　意匠 0 0

海外出願 11 171
合計 365 1,478

特許権などの実施許諾状況 （NHK総数）
区分 新規許諾数 年度末件数

契約件数 28 282
許諾権利数 69 469
　　（内訳）特許権 45 245
　　　　　ノウハウ 24 224

技術協力 （NHK総数）
　　　　　　　　区分 件数
技術協力 33
受託研究 7

特許権などの保有状況
区分 新規取得数 年度末保有数

国内 特許 197 1,788
実用新案 0 0
意匠 0 8

海外 12 176
合計 209 1,972
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受賞者 賞の名称 授賞者 業績名、受賞事由 受賞・表彰日

渡辺馨 日本ITU協会賞　功績賞 一般財団法人　日本ITU協会
「5.1chを超える先進的マルチチャンネル音響システム」
の研究活動をラポータグループ共同議長として主導し、
勧告策定および成立に貢献

2014/5/16

実井仁 日本ITU協会賞　国際活動奨励賞
功績賞対象分野 一般財団法人　日本ITU協会 ITU-R WP6A会合において勧告化、ABU、ARIBでの海

外向け基準策定など多大な貢献 2014/5/16

栗田泰市郎 SIDフェロー Society for Information Display（SID）

For his outstanding contributions to the research and 
development of display image-quality characterization 
and high-quality display systems, particularly those 
involving the presentation of moving images on 
active-matrix displays

2014/6/2

渡部俊久（放送技術研究所付）
北村和也　島本洋　大竹浩 丹羽高柳賞　論文賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 3,300万画素120fps CMOSイメージセンサ用カラム並

列2段サイクリック型A/D変換回路の低消費電力設計 2014/6/3

山田一郎　松井淳　三浦菊佳
住吉英樹　柴田正啓 丹羽高柳賞　論文賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 Scene Detection Using a Large Number of Text 

Features 2014/6/3

萩原啓　後藤正英 藤尾フロンティア賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 画素並列信号処理3次元構造撮像デバイスの研究 2014/6/3
8Kエンコーダ装置開発グループ ハイビジョン・次世代テレビ技術賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 8KスーパーハイビジョンHEVCエンコーダ装置の開発 2014/6/3
河村侑輝　安土寛之（名古屋放送局） 技術振興賞　進歩開発賞（現場運用部門） 一般社団法人　映像情報メディア学会 AR技術を用いた電子フリップ・再撮モニタ装置の開発 2014/6/3
120HzSHVイメージセンサ
開発グループ 技術振興賞　進歩開発賞（研究開発部門） 一般社団法人　映像情報メディア学会 フレーム周波数120Hzスーパーハイビジョンイメージ

センサの開発 2014/6/3

手話CG評価サイト運営チーム 技術振興賞　コンテンツ技術賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 手話CG評価サイト 2014/6/3

新井俊希　米内淳　林田哲哉　大竹浩 論文賞 一般社団法人　電子情報通信学会 対表面照射型比感度12.7倍1670万枚／秒31万画素裏
面照射型超高速度CCD撮像素子 2014/6/5

日本放送協会　放送技術研究所　
超高精細度テレビジョン衛星放送方式
開発グループ

第25回　電波功績賞　総務大臣表彰 一般社団法人　電波産業会
超高精細度テレビジョン衛星放送のための伝送路符号
化方式、多重化方式、映像圧縮符号化方式を開発、電
波を有効に利用した放送方式確立、国の技術的条件の
策定に大きく貢献

2014/6/17

川本潤一郎　中戸川剛　小山田公之 通信方式研究会委員長賞 一般社団法人　電子情報通信学会
通信方式研究会

「スーパーハイビジョン信号の100ギガビットイーサ
ネット伝送におけるクロック再生制御法の検討」に対し
て

2014/7/3

佐々木久幸（放送技術研究所付） 3次元画像コンファレンス2013
優秀論文賞 3次元画像コンファレンス実行委員会 複数の空間光変調素子を用いた立体像拡大型電子ホロ

グラフィのカラー化技術 2014/7/10

安江俊夫 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会

2014年年次大会「0.11μm製造プロセスを用いた
120Hzスーパーハイビジョン用イメージセンサの感度
特性」
冬季大会「Cube型超小型スーパーハイビジョンカメラ
の開発」の発表

2014/9/1

堺俊克 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 2014年年次大会「有機撮像デバイスの高解像度化に向
けた直接積層構造の開発」の発表 2014/9/1

辻博史 電気学会優秀論文発表賞
（IEEJ Excellent Presentation Award） 一般社団法人　電気学会 酸化物半導体TFTのシュミレーションモデルの開発 2014/9/4

松尾康孝 第13回情報科学技術フォーラム
FIT奨励賞

一般社団法人　情報処理学会
FIT運営委員会

空間階調削減と復元を用いた超高精細映像の超解像復
元型符号化の検討 2014/9/5

原澤賢充 学術大会特別優秀発表賞 公益社団法人　日本心理学会 聴覚的注意の空間・特徴への定位：EEGとfNIRSの同
時計測による研究 2014/9/9

青島賢一　町田賢司　加藤大典
金城秀和　久我淳　三科智之
菊池宏　清水直樹

1st Prize Paper Award: Technical 
Committee Prize Paper Award

IEEE IAS
（IEEE Industry Applications Society）

国際会議IAS2013 Industrial Lighting and Display 
Committee（IDLC）セッションでの発表
「Advanced display systems technologies」

2014/10/6

有安香子 IEEE GCCE2014 Outstanding Demo！
Award

IEEE GCCE
（IEEE Global Conference on 
Consumer Electronics）

リアリティフィーリングの研究
「Tactile Sensibility Presentation Service for Smart 
TV」

2014/10/9

鈴木陽一　小島政明　橋本明記
中村直義　田中祥次　斉藤知弘 JC-SAT2014 BEST PAPER AWARD KOSST

一般社団法人　電子情報通信学会
「Transmission System for UHDTV Satellite 
Broadcasting」 2014/10/23

正岡顕一郎　添野拓司　日下部裕一
山下誉行　西田幸博　菅原正幸

The ABU Technical Review Prize 
2013-2014 Best Article Award ABU フルスペックSHV映像システムの研究 2014/10/24

松尾康孝　三須俊枝　岩村俊輔
境田慎一

画像符号化シンポジウム
優秀論文賞

一般社団法人　電子情報通信学会
画像工学研究専門委員会

空間階調削減と復元を用いた超高精細映像符号化の検
討 2014/11/12

今井亨 関東地方発明表彰　発明奨励賞 公益社団法人　発明協会 リアルタイム字幕制作のための音声認識 2014/11/28
半田拓也　清水俊宏　
坂井忠裕（NHKエンジニアリングシステム）

ヒューマンコミュニケーショングループ
（HCG）賞 一般社団法人　電子情報通信学会 力覚誘導の提示条件が空間認知に与える影響の評価 2014/12/17

長坂正史 優秀研究発表賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 「衛星放送受信用偏波共用給電アンテナの検討」の講演に対して 2014/12/17

岩村俊輔 Best Paper Award
IWAIT2015
International Workshop on Advanced 
Image Technology

High Frame rate Ultra-High Defi nition Video Coding 
using Frame Interpolation by Multiple Motion Vecter 
Candidates

2015/1/13

田中祥次 高柳健次郎業績賞 公益財団法人　高柳健次郎財団 超高精細度テレビジョン衛星放送用伝送方式の開発 2015/1/20

長坂正史 研究奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会
放送技術研究委員会 2014年度登壇回数3回 2015/2/20

大槻一博 研究奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会
放送技術研究委員会 2014年度登壇回数3回 2015/2/20

岩村俊輔 学術奨励賞 一般社団法人　電子情報通信学会
2014年総合大会講演
「複数の動きベクトル候補によるフレーム補間を用いた
高フレームレート映像符号化」に対して

2015/3/11

後藤正英　萩原啓　井口義則　大竹浩 第6回集積化MEMSシンポジウム
優秀論文賞

公益社団法人　応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

「画素並列信号処理を行う撮像デバイスの実現に向けた
3次元集積回路の試作と評価」に対して 2015/3/12

後藤正英　萩原啓　井口義則　大竹浩 第6回シリコンテクノロジー分科会
論文賞

公益社団法人　応用物理学会
シリコンテクノロジー分科会

「3-D Silicon-on-Insulator Integrated Circuits With 
NFET and PFET on Separate Layers Using Au/SiO2 
Hybrid Bonding」（Au/SiO2ハイブリッド接合を用いた
3次元集積回路の開発）に対して

2015/3/13

超高精細度テレビジョン用広色域
表色系開発標準化グループ 前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 超高精細度テレビジョン用広色域表色系の開発と標準

化 2015/3/20

洗井淳　山下誉行　三浦雅人　
日浦人誌　岡市直人　船津良平

第30回電気通信普及財団賞
テレコムシステム技術賞 公益財団法人　電気通信普及財団 Integral three-dimensional image capture equipment 

with closely positioned lens arrey and image sensor 2015/3/23

日本放送協会　放送技術研究所 でんきの礎 一般社団法人　電気学会 直接衛星放送サービス 2015/3/25


