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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（Study Group ６）（放送業務）では、高ダイナミッ
クレンジテレビの要求条件に基づく基準観視条件およびOOTF

（Optical-optical transfer function）の勧告化に寄与するととも
に、次世代地上放送に向けた時空間符号化SFN（Single 
frequency network）によるUHDTV（Ultra-High Definition 
Television）地上伝送実験の結果や、120GHz帯FPU（Field 
Pick-up Unit）によるUHDTV信号伝送パラメーターの追加情
報、UHDTVの表色系（勧告BT.2020）のコンテンツをHDTVの
表色系（勧告BT.709）に変換する方式提案を寄書したほか、10
月会合では当所からSG6議長が選出された。また、有線通信部
ITU-T SG9（Study Group ９）（ケーブルテレビ）では、スーパ
ーハイビジョンのケーブル伝送方式である複数搬送波方式の3
つの勧告化（J.94, J.183, J.288）に寄与した。
　MPEG（Moving Picture Experts Group）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
した、MMT（MPEG Media Transport）インプリメンテーショ
ンガイドライン（ISO/IEC TR 23008-13）の策定に寄与した。
22.2ch音響を含む３次元音響の音声符号化方式である

MPEG-H 3D Audioの性能向上・音質評価に寄与し、Phase １
（高ビットレート仕様）を２月に標準化して10月に発行した。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、性能評価技術やテスト画像に関する寄書を入力した。
　SMPTE（Society of Motion Picture and Television 
Engineers）では、960Hzまでのフレーム周波数に対応するタ
イムコード規格化作業を推進した。
　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）総会であるTPAC

（Technical Plenary / Advisory Committee Meeting）会議が
日本で初めて開催され、NHKはWeb and TV IG（Interest 
group）会合に参加し、各種ウェブ技術のTVサービスへの適用
に関する技術要件の抽出に寄与するとともに、ハイブリッドキ
ャストの技術展示を行った。
　トルコ・イスタンブール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、手話CGによる気象情報サ
ービスに向けた取組みや、放送コンテンツのネット配信とセキ
ュリティーに関する寄書を行ったほか、2016年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手話
CGによる気象情報サービス等に関する技術講演を行った。
　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）、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）、オ
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　8Kスーパーハイビジョン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、総務省 情報通信審議会、（一社）電波産業会(ARIB)な
ど国内外の標準化活動に貢献した。日本の地上デジタル放送方式ISDB-Tの国際展開にも、ARIBのデジタル放送
普及活動作業班（DiBEG）や新採用国対応タスクフォースに出席するなど国際普及に寄与した。
　2015年の技研公開は、「究極のテレビへ、カウントダウン！」をテーマに、2016年に試験放送を開始する8K、
インターネットを活用した新たな放送技術、立体テレビを実現する技術、人にやさしい放送技術、高度番組制作
技術などの最新研究成果26項目、およびポスター９項目、体験型４項目を展示し、開催期間中延べ20,123人の
方々に来場いただいた。技研公開以外に、国内外で計56件の外部展示を実施した。
　その他、90件1,367名の方々に当所を視察・見学いただいた。この中には32件282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、12件の報道発表をはじめ、国内外の会議、学会誌などに計623件を発表した。研究成果の
権利化も進め、2015年度は、NHK全体で338件の特許出願を行い、169件の権利を取得した。NHKの特許保有
件数は、2015年度末で1,886件である。
　外部との連携では、共同研究26件、受託研究５件を実施し、海外から滞在研究員２名、国内から滞在研究員１
名、実習生21名を受け入れた。研究員４名を海外に派遣した。
　NHKの番組制作への協力として、多彩な撮影応用を可能にするハイブリッドセンサー、ミリ波帯の電波を使
用するワイヤレスカメラ、超高感度ハイビジョンHARPカメラ、昆虫マイクが利用された。2015年度の番組協力
の総件数は31件である。なお、当所の研究成果の評価結果として、2015年度は電波功績賞、前島密賞など38件
の表彰を受けた。
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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。

■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） 議長
ITU-R/ITU-T（国際電気通信連合 電気通信標準化部門）
　　IRG-IBB 共同議長

■ ABU （アジア・太平洋放送連合）
委員会名	 役職
技術委員会 議長

■ 総務省 情報通信審議会
委員会名	 役職
情報通信技術分科会
　　ITU部会
　　　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
マルチメディア応用専門委員会 
　　IPTV-SWG リーダー

■ 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
　　デジタル放送システム開発部会 委員長
　　　多重化作業班 主任
　　　　ダウンロード方式TG リーダー
　　　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
　　　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
　　　権利保護作業班 主任
　　　デジタル受信機作業班 
　　　　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
　　　モバイルマルチメディア放送方式作業班 主任
　　　地上デジタル放送伝送路符号化作業班 主任
　　スタジオ設備開発部会 
　　　スタジオ音声作業班 主任
　　　音声品質評価法作業班 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
 
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
　　　　日伯共同作業部会等対応次世代放送検討タスクフォース 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

7.1.2　海外の研究機関等との連携
　テレビ映像の輝度方向の高ダイナミックレンジ化（HDR：
High Dynamic Range imaging）が世界的に検討されている。
当所は、欧州放送連合（EBU）のBTF（Broadcast Technology 
Futures）グループ下のHDRサブグループの議論に参加し、従来
方式と互換性のあるHDR方式をBBCと共同で国際電気通信連
合無線通信部門（ITU-R）やATSC（Advanced Television 
Systems Committee）3.0に提案した。

　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17か国で採用さ
れた。（一社）電波産業会（ARIB）のデジタル放送普及活動作業班

（DiBEG）や新採用国対応タスクフォースに出席し、日本方式の
国際普及に寄与した。
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7.1.3　共同研究、研究相互協力、連携大学院
　2015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26件の共同研究および26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
　関係各国との情報交換と相互の放送技術発展のため、ブラジ
ルから１名の滞在研究員を受け入れた。また、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。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（神奈川工科大学、東海大学、東京電機大学、東京
都市大学、東京理科大学、早稲田大学）から21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、イギリス、カナダに研
究員4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。2015年度は、国や公的機関（総務省、NICT＊）
から委託された５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
＊NICT：国立研究開発法人 情報通信研究機構

表２　研究者の海外派遣

派遣先 期間 研究テーマ
アメリカ

マサチューセッツ工科大学 2015/9/2 ～ 2016/3/31 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学 2016/1/11 ～ 情報セキュリティーの研究

イギリス
BBC 2016/1/19 ～ 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

カナダ
カルガリー大学 2014/11/30～2015/11/27 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

表１　研究者受け入れ内容

種類 期間 研究テーマ
滞在研究員 2016/1/12 ～ スーパーハイビジョン地上伝送技術の研究

ABU滞在研究員 2016/1/28 ～ スーパーハイビジョン撮像システムの研究
ポストドクター 2012/5/1 ～ 2015/4/30 高精細映像における立体感の受容特性
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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17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
　2015年の技研公開は、「究極のテレビへ、カウントダウン！」
をテーマに、2016年に試験放送開始予定の8K、インターネッ
トを活用した新たな放送技術、立体テレビを実現する技術、人
にやさしい放送技術、高度番組制作技術など最新の研究成果26
項目、およびポスター９項目、体験型４項目を展示し、開催期
間中延べ20,123人の方々に来場いただいた。8K展示では世界
初となる8K衛星放送実験の公開を行い、お台場からの生中継を
実際の放送衛星を経由して技研で受信した。これにより、試験

放送に向けて制作から家庭の受信までの機器の開発が進んでい
ることをアピールした。基調講演では「NHK技研３か年計画」を
公表するとともに、8Kを中心とした講演・研究発表を行い、来
場者に8Kとさらにその先の技術開発・研究を紹介した。
　公開実施日程
　・5月26日（火）オープニングセレモニー
　・5月27日（水）招待内覧会
　・5月28日（木）～31日（日）一般公開

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略）2016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 国立研究開発法人　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　常務取締役　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
　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 国立研究開発法人　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
　松田　一朗 東京理科大学　理工学部電気電子情報工学科　教授
　村田　正幸 大阪大学大学院　情報科学研究科　教授
　渡部　信幸 日本電信電話株式会社　情報ネットワーク総合研究所所長

■ 客員研究員 （敬称略）2016年３月
氏名	 所属
飯田　一博 千葉工業大学 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
平栗　健史 日本工業大学　電気電子工学科　准教授
府川　和彦 東京工業大学　大学院理工学研究科　教授

■ 研究アドバイザー （敬称略）2016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
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
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
三好　正人 金沢大学　理工学域研究域　電子情報学系　教授

入口の様子 8K衛星放送実験の公開の様子
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■ 基調講演
タイトル	 　講師

『NHK技研３か年計画2015-2017年度』および8K衛星放送実験 黒田　　徹 NHK放送技術研究所長

次世代放送と社会イノベーション 須藤　修 氏 東京大学大学院情報学環 教授
  一般社団法人 次世代放送推進フォーラム 理事長

■ 講演
タイトル	 　講師
2016年試験放送に向けた8Kスーパーハイビジョン設備整備 三谷　公二 NHK技術局スーパーハイビジョン開発部 部長
8Kスーパーハイビジョンの番組制作～ 8K制作の現場から～ 中江　公平 NHK放送技術局SHV技術推進 専任局長

■ 研究発表
タイトル	 　発表者
フルスペック8Kスーパーハイビジョン制作に向けた研究開発 池田　哲臣 テレビ方式研究部 部長
8Kスーパーハイビジョンの伝送技術 斉藤　知弘 伝送システム研究部 部長
8Kスーパーハイビジョン家庭再生機器の研究開発状況 林　　直人 新機能デバイス研究部 部長

■ 研究展示
1 8K衛星放送実験 6 8Kの番組素材伝送 18 22.2マルチチャンネル音響ラウドネスメーター

1-1 8Kカメラシステム 7 8K-120Hz圧縮記録装置 19 多視点ロボットカメラ
1-2 8K映像・音声 信号インターフェース ”U-SDI” 8 高密度ホログラムメモリー 20 効率的な番組制作を実現する素材バンク
1-3 8K符号化・復号装置 9 有機ELディスプレーの長寿命化技術 21 高信頼・高速な双方向FPU

1-4 次世代ＣＡＳ技術 10 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 22 字幕付与のための不明瞭な音声の認識技術

1-5 高度広帯域衛星伝送システム 11 フルスペック8Kスーパーハイビジョンプロジェ
クター 23 気象電文を用いた手話CG自動生成システム

1-6 新たな字幕・文字スーパー 12 MPEG-DASH視聴プレーヤーとコンテンツ配信
技術 24 ニュースをやさしい日本語にする自動変換技術

1-7 8K放送のケーブルテレビ伝送システム 13 放送とネットのコンテンツ同期技術 25 スマートクローズアップシステム
2 次世代地上放送のための大容量伝送技術 14 放送とネットサービスをつなげる基盤技術 26 NHK技術の活用と実用化開発の紹介
3 8K対応ハイブリッドキャスト 15 クラウド技術を活用した新しい視聴システム M ラジオ放送90年
4 新たな伝送技術MMT 16 インテグラル立体テレビ J デジタル放送受信相談コーナー
5 リアルタイム超解像復元型映像符号化システム 17 立体像表示のためのスピン注入型空間光変調器

■ ポスター展示

1 スクランブル方式の更新方法 4 高精細映像の立体感 7 冷陰極HARP撮像板

2 収録済みの読み上げ音声に感情表現を付与する
技術 5 磁性細線における磁区の形成・駆動・検出技術 8 光電変換膜積層型固体撮像デバイス

3 物体の形状と硬さを伝える触覚提示技術 6 高移動度酸化物半導体ITZOを用いたフレキシブ
ル有機ELディスプレー製作技術 9 画素並列信号処理３次元構造撮像デバイス

■ 体験展示

1 表情を出して遊ぼう 2 触ってみよう 3 色を見てみよう
4 音をかぶろう

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 2015において、350イ
ンチシアター、小型 8K カメラ、8K/120Hz 制作システム、
MMT（MPEG Media Transport） によるハイブリッドサービス
など最新の8K技術の研究成果を展示した。2015年の8K衛星放
送実験から2020年までのロードマップを示し、8K放送の実現
に向けて大きく前進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10万３千人が来場した。
　６月には、FIFA女子ワールドカップ2015カナダ大会の模様
を、ニューヨーク、ロサンゼルス、バンクーバーの３か所に伝
送し、8Kパブリックビューイングを実施した。一部はライブで
上映した。ロサンゼルス会場では350インチのシアターを設営
し、約500名の方に8Kの臨場感を体感いただいた。

　９月には欧州最大の放送機器展IBC2015 （International 
Broadcasting Convention 2015） に て、8K HDR（High 
Dynamic Range） LCDを世界で初めて展示し、大きな注目を
集めたほか、ラウドネスメーター、MMTによるハイブリッドサ
ービスなど8K関連技術を展示し、多くの方にご覧いただいた。
IBCには約５万５千人が来場した。
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■ 海外展示　８件
イベント名（主なもの）	 日程	 展示項目
NAB Show 2015（アメリカ・ラスベガス） 4/13 ～ 4/16 小型 8K カメラ、8K/120Hz 制作システム、MMT
FIFA女子ワールドカップ2015カナダ大会 6/8 ～ 7/6 8Kパブリックビューイング（ライブ含む）（アメリカ・ニューヨーク、ロサンゼルス、カナダ・バンクーバー）
IBC2015（オランダ・アムステルダム） 9/11 ～ 9/15 8K HDR LCD、ラウドネスメーター、MMT

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。
CEATEC JAPAN 2015では、8Kスーパーハイビジョンのコ
ンテンツをNHK放送センター（渋谷）から衛星経由で送信し、
CEATEC展示会場（幕張）で受信する8K衛星放送実験などを紹

介した。また、新しい展示機材として、体験者の表情を認識し
てCGを制御する「表情を出して遊ぼう」の展示装置を開発し、
イベントで展示した。

■ 国内展示　48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 飛び出すテレビ、ジオラマ風3D双眼鏡、日本語発音訓練ソフト等

「FIFA女子ワールドカップカナダ大会」8Kパブリックビューイング 6/9 ～ 7/6 8Kスーパーハイビジョン
CEATEC JAPAN 2015 10/6 ～ 10/10 8Kスーパーハイビジョン衛星放送実験、8Kハイブリッドキャスト等
Nスポ！ 2015 10/10 ～ 10/11 ぐるっとビジョン、ウルトラハイスピードカメラ、8Kスーパーハイビジョン
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
ひろしまIT総合展2015 10/21 ～ 10/23 MPEG-DASH視聴プレイヤー
デジタルコンテンツEXPO 10/23 ～ 10/26 飛び出すテレビ等
NHK大阪放送局　会館公開「BKワンダーランド」 10/31 ～ 11/3 さわれるテレビ、ハイブリッドセンサー等

NHKサイエンススタジアム2015 12/5 ～ 12/6 手話CG自動生成システム、音声認識による字幕制作システム、表情を出し 
  て遊ぼう等

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。

国内学会誌 53 件
海外学会誌 25 件
国内学会・研究会など 260 件
海外学会・国際会議など 168 件
一般雑誌などへの寄稿 54 件
部外への講師派遣 63 件

合計 623 件

7.2.5　報道発表
　当所の研究成果を中心に、12件の報道発表を行った。

	 年月日 	 　　　　　　　　　		発表内容		　　　　　　　　　
 2015.5.14 「第69回 技研公開」の開催について
  “究極のテレビへ、カウントダウン！”26の研究成果展示
 5.14 8Kスーパーハイビジョン衛星放送実験 世界初公開

 5.26 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
 5.26 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

 5.26 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

 5.26 “MPEG-DASH視聴プレーヤー”を開発
  ～動画配信サービスの新たな展開に向けて～

	 年月日 	 　　　　　　　　　		発表内容		　　　　　　　　　

 5.26 インテグラル立体テレビの画質を向上～ディスプレーをタイリ
  ングする新技術を開発～
 5.26 双方向機能を持つFPUを開発～伝送時間を従来の半分以下に～

 5.26 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～実写
  とCGの自然な映像合成を目指して～
 5.26 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
 5.26 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～ 8K映像に新たな可能性をひらく小型液晶パネル～

 9.3 世界初！ HDR 対応85V型8K液晶ディスプレイを開発～欧州放
  送機器展示会IBC2015で展示～
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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インテグラル立体テレビなど研
究開発成果の普及促進のため、放送関係者、映画・美術関係者、
学術機関関係者など、幅広い分野の方々の見学対応を行った。
ま た、 国 際 電 気 通 信 連 合（ITU） やIBC（International 
Broadcasting Convention）など、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。

視察、見学 90件（うち、海外　32件）
1,367人（うち、海外　282人）

取材 21件

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、「立体映像の研究」、「次世代撮像デバイス」

「視覚障害者向けバリアフリー放送技術」などを特集した。
　海外向けのBroadcast Technologyでは、「ハイブリッドキャ
ストの進化を支える技術」、「8K衛星放送実験を支える技術」、

「高ダイナミックレンジ（HDR）対応8Kディスプレーの開発」な
ど、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.121 ～ No.132
　NHK技研R&D（和文、隔月刊） No.151 ～ No.156
　研究年報（和文、年刊） 2014年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast Technology（英文、季刊） No.60 ～ No.63
　ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2014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。ス
マートフォンおよびタブレット端末からも閲覧しやすいデザイ
ンのホームページも新たに開設した。さらに、当所の研究成果
を分かりやすく紹介することを目的として、広報動画を制作す
るとともにホームページ上に「広報動画ライブラリー」として紹
介した。

7.3　研究成果の活用

7.3.1　番組協力
　研究開発成果は、さまざまな番組で利用されている。「ハイブ
リッドセンサー」は、大がかりな設備を用いることなくハンディ
ーカメラによる撮影映像とCGを合成することが可能であり、

複数の地方局で使用された。ゴルフなどのスポーツ中継では、
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「ミリ波モバイルカメラシステム」が活躍したほ

NHK技研R&D Broadcast Technology技研だより

スマートフォン向け
技研ホームページ

広報動画ライブラリー
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か、教育番組では「超高感度ハイビジョンHARPカメラ」が夜間
に光る動物の眼を捉え、自然科学番組では「昆虫マイク」が昆虫
の動く音の収録などに活用された。2015年に実施した番組協
力は31件であった。

■ �地方局のバーチャル映像制作に「ハイブリッド
センサー」　を活用

　ハンディーカメラの実写映像とCGを合成するバーチャルス
タジオでは、カメラの姿勢情報等の取得が必要となる。ハイブ
リッドセンサーは、カメラに装着するだけでカメラの動きを計
測できる自律型のセンサーで、特殊な設備の無いスタジオでも
CGと実写映像をリアルタイムに合成するバーチャルスタジオ
を容易に実現できる。７月には、NHK福岡放送局制作の番組「き
ん☆すた 世界遺産への道」で、CGで制作した空や多数の写真を
スタジオの上部に配置した広い空間の表現や、出演者の手前に
動画を配置するなど、通常とは異なる映像効果で世界遺産の国

内推薦候補「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」をわかりや
すく紹介するために活用した。

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、「HEVCパテントプール」への参加により、国
際規格となっている動画像圧縮技術のライセンスも行ってい
る。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2015」
や放送センターで開催された「第45回NHK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2016」など地方自治
体と連携したイベント、さらには「CEATEC JAPAN 2015」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
　2015年度は、電波功績賞、高柳健次郎業績賞など38件を受
賞した。2015年度は、新たに２人が学位を取得した。2015年
度末の学位保有者は、81人となった。

■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 306 1,362
 実用新案 0 0
 意匠 0 0
海外出願  32 107
合計  338 1,469

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 153 1,711
 実用新案 0 0
 意匠 0 7
海外  16 168
合計  169 1,886

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  23 289
許諾権利数  29 477
　　（内訳）特許権  12 244
　　　　　ノウハウ  17 233

技術協力 （NHK総数）
	 区分	 	 件数
技術協力   19
受託研究   5

「きん☆すた 世界遺産への道」での合成映像
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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

武智秀 日本ITU協会賞　功績賞 一般財団法人　日本ＩＴＵ協会

ラポータおよびラポータグループ議長として主導し、
2004年の ｢宣言型フォーマットのコモンコア｣、2011年
/2013年の ｢放送通信連携システムの要求条件｣ 勧告策定
に大きく貢献した｡

2015/5/15

井口和久 情報・システムソサイエティ活動功労賞 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活動への貢献 2015/5/25
小田周平　日下部武志（松山放送局）
浅野隼（松山放送局） 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 ＩＰ伝送による蓄積型災害情報伝送装置の開発 2015/5/29

超解像復元型映像符号化システム
開発チーム 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 超解像技術を用いた実時間超高精細映像符号化システム

の開発 2015/5/29

22.2マルチチャンネル音響枠型スピーカ
開発グループ 映像情報メディア未来賞　フロンティア賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 22.2マルチチャンネル音響の枠型スピーカによるバイノ

ーラル再生法の開発 2015/5/29

スーパーハイビジョン用インタフェース
開発チーム 映像情報メディア未来賞　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 ／ 4K映像制作用インタフェース“U-SDI”の開発・標

準化 2015/5/29

黒田徹 電波功績賞　電波産業会会長表彰 一般社団法人　電波産業会

「我が国の放送技術の研究開発と実用化に関する貢献」
放送分野において、FM多重放送の実現にあたり、欧州方
式の10倍のデータ伝送が可能なデジタル方式を研究開発
し、また、地上デジタル放送についてはISDB-T方式を研
究開発するとともに標準化、実用化を牽引するなど、電波
の有効利用に大きく貢献した。

2015/6/16

後藤功雄 AAMT長尾賞学生奨励賞 アジア太平洋機械翻訳協会
「Word Reordering for Statistical Machine Translation 
v ia Mode l i ng S t ruc tu ra l D i f f e rences be tween 
Languages」

2015/6/16

遠藤洋介 情報通信技術委員会　功労賞 一般社団法人　情報通信技術委員会 「IPTVに関する標準化の推進にかかわる功績」について受賞 2015/6/22
ハンディカメラ対応バーチャルスタジオ
開発グループ

放送文化基金賞
個人・グループ部門　放送技術分野 公益財団法人　放送文化基金 小型姿勢センサーを用いたハンディカメラによるバーチ

ャルスタジオの開発と実用化 2015/7/7

青木秀一 国際規格開発賞 一般社団法人　情報処理学会
情報規格調査会

ISO/IEC　23008-1/AMD1、ISO/IEC23008-10発行
に際するプロジェクトエディターとしての貢献 2015/7/27

深川弘彦 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 大気安定な逆構造有機 ELデバイスの開発とフレキシブ
ルディスプレイへの応用 2015/8/27

三浦雅人 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 複数のカメラを用いた視域拡大型インテグラル立体撮像系 2015/8/27
NHK Innovative Technologies 2015 経済産業省 Augmented TV 2015/9/10

中戸川剛 電気学会優秀論文発表賞 一般社団法人　電気学会 「NHK放送技術研究所における光ファイバー伝送技術の
研究開発の歴史と今後」に対して 2015/9/17

松尾康孝 第14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

講演「幾何変換を伴う多重解像度分解成分の標本化構造を
考慮した時空間レジストレーションによる空間超解像法
の検討」に対して

2015/9/17

後藤淳 ドコモ・モバイル・サイエンス賞　
先端技術部門　優秀賞

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・
ファンド（MCF） ソーシャルテキストビッグデータの意味的分析技術の研究 2015/9/28

池田哲臣 東京都功労者表彰　技術振興功労者 東京都 700MHz帯放送システム等の周波数移行に向けた研究開発 2015/10/1

木下延博　片野祐太郎　室井哲彦
斎藤信雄

ISOM 2015
Best Paper Award

ISOM (International Symposium on 
Optical Memory)

光メモリ分野の技術と進歩への顕著な貢献
講演「Demonst ra t ion o f 8K SHV Playback f rom 
Holographic Data Storage」に対して

2015/10/7

本村玄一　中田充　中嶋宜樹
武井達哉　都築俊満　深川弘彦
辻博史　清水貴央　藤崎好英
山本敏裕

2015 ICFPE （International Conference 
on Flexible and Printed Electronics）
Outstanding Paper Award

工業技術研究院（ITRI）

2015 ICFPEにおけるフレキシブルディスプレイに関す
る優れた報告に対して
講演「Fabrication of Flexible Display on Polyimide 
Substrate Using Air-stable Inverted Organic Light-
Emitting Diodes」

2015/10/22

三ツ峰秀樹
加藤大一郎（ＮＨＫエンジニアリングシステム）
武藤一利（ＮＨＫエンジニアリングシステム）

技術開発賞 一般社団法人　日本映画テレビ技術協会 小型姿勢センサーを用いた手持ちカメラによるバーチャ
ルスタジオの開発 2015/10/28

正岡顕一郎 IE賞 一般社団法人　電子情報通信学会
画像工学研究会 広色域UHDTVの設計と開発 2015/11/2

小田周平　武智秀　馬場秋継
星野春男（津放送局）
上村和宏（技術局）

関東地方発明表彰　発明奨励賞 公益社団法人　発明協会 公衆IP網での信頼性の高い映像伝送方式 2015/11/13

高橋正樹　山内結子
中村俊之（鳥取放送局）

SITIS 2015
Best Paper Award

SITIS (Signal Image Technology & 
Internet Based Systems)

Real-time ball position measurement for football games 
based on Ball's appearance and motion features 2015/11/24

本田悠葵
難波正和
宮川和典
久保田節

IDW '15
Best Paper Award

一般社団法人　ディスプレイ国際ワーク
ショップ
一般社団法人　映像情報メディア学会

国際会議IDW ’15における講演発表
「Electrostatic-focusing FEA-HARP Image Sensor with 
Volcano-Structured Spindt-Type FEA」に対して

2015/12/24

深川弘彦 IDW '15
Outstanding Poster Paper Award

一般社団法人　ディスプレイ国際ワー
クショップ
一般社団法人　映像情報メディア学会

国際会議IDW '15における講演発表
「Low operating voltage vertical organic light-emitting 
transistor using oriented molecular thin film」に対して

2015/12/24

川喜田裕之
上原道宏
中川俊夫

IDW ’15
Demonstration Award

一般社団法人　ディスプレイ国際ワーク
ショップ
一般社団法人　映像情報メディア学会

国際会議IDW '15における展示
「Development of a TV System Augmented Outside the 
TV Screen」に対して

2015/12/24

西田幸博 高柳健次郎業績賞 公益財団法人　高柳健次郎財団 スーパーハイビジョン映像方式の研究開発と標準化 2016/1/20

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 2015年度登壇回数３回 2016/2/19

青木秀一 国際規格開発賞 一般社団法人　情報処理学会
情報規格調査会 ISO/IEC　TR23008-13標準化への貢献 2016/2/22

小出大一 エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰 一般社団法人　電子情報通信学会 磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会 幹事としての
貢献 2016/3/16

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 ハイビジョン方式 2016/3/17
後藤淳 前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 「対災害SNS情報分析システムDISAANAの研究開発」 2016/3/18
池谷健佑 前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 「多視点ロボットカメラの開発」 2016/3/18

為村成亨　宮川和典　大竹浩　久保田節 第6回集積化MEMS技術研究ワークショップ
優秀ポスター賞

公益社団法人　応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

第6回集積化MEMS技術研究ワークショップにおける発表
「結晶セレンヘテロ接合ダイオードを用いた積層型イメー
ジセンサの開発」に対して

2016/3/19

後藤正英　萩原啓　井口義則　大竹浩 第7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

第7回集積化MEMSシンポジウムにおける発表
「画素並列信号処理を行うSOI積層型３次元構造撮像デバ
イスの試作と評価」に対して

2016/3/19

正岡顕一郎　西田幸博 第31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 Design of Primaries for a Wide-Gamut Television 

Colorimetry 2016/3/28

大竹剛　小川一人 第31回電気通信普及財団賞
テレコムシステム技術賞　奨励賞 公益財団法人　電気通信普及財団 Privacy Preserving System for Integrated Broadcast-

broadband Services using Attribute-Based Encryption 2016/3/28


