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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。
　放送業務の国際標準化を所掌する国際電気通信連合無線通信
部門ITU-Rの SG4 （Study Group 4）（衛星業務）では、超高精
細度テレビジョン衛星放送のための伝送方式の名称として

“ISDB-S3”を提案し、ITU-R 勧告BO.2098-0として承認され
た。SG5（地上業務）では、ITU勧告F.1777の「固定業務に分類
される放送補助業務の共用検討用システム特性」に、42 GHz帯
FPU （Field Pick-up Unit:番組素材無線伝送装置）システムパ
ラメーターを反映させるための寄書を入力し、審議を推進した。
SG6（放送業務）では、高ダイナミックレンジテレビ（HDR-TV: 
High Dynamic Range Television）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
告化に対し、英国BBCとNHKの提案に基づくHLG（Hybrid Log-
Gamma）方式と、Dolby社の提案に基づくPQ（Perceptual 
Quantization）方式を併記した新勧告案が合意され、ITU-R勧告
BT.2100として成立した。また、有線通信部門ITU-T のSG9 

（ケーブルテレビ）では、4K/8K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（J.94、 J.183、 J.288）の記載を明確
化するために入力した補助文書が採択された。
　MPEG（Moving Picture Experts Group）では、現行の4K・

8Kスーパーハイビジョン衛星放送の符号化方式であるHEVC 
（High Efficiency Video Coding）方式の符号化効率を30%改
善するための次世代符号化方式の規格化グループに参加し、最
終規格案発行の目標を2020年10月とするスケジュールを立案
した。また、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）実装ガイドライン（ISO/IEC TR 23008-13）
に、MMTパケットと解析ツールを添付した原案を発行した。一
方、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については、規格発行に伴う最終的な性能
検証試験を実施し、デコーダーの回路規模と音質とのバランス
がとれたLC（Low Complexity）プロファイルを規定する
MPEG-H 3DA第2版を発行した。MPEG-4 AAC （Advanced 
Audio Coding）では、ARIB標準規格STD-B32規定の22.2ch用
ダウンミックス法，ならびに22.2ch用の新プロファイル・レベ
ルを規定する追補を規格化した。また、新たな立体映像符号化
に関する標準化に向けて、FTV （Free-viewpoint Television）
アドホックグループへ、インテグラル立体像の要素画像群や２
次元配列のカメラアレイで撮影された多視点画像のテストシー
ケンスを提供し、立体映像符号化技術の規格化推進に貢献した。
　SMPTE（Society of Motion Picture and Television 
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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参加するなど国際普及に寄与した。
　2016年の技研公開は、技研が描く放送・サービスの未来像をわかりやすく伝えることをコンセプトに、試験
放送開始目前のスーパーハイビジョン、インターネットを活用した放送技術、立体テレビを実現する技術、人と
社会をつなぐコンテンツ制作技術「スマートプロダクション」、「立体テレビ」、「次世代デバイス」など最新の研究
成果27項目、およびポスター 13項目、体験型４項目を展示し、開催期間中延べ20,371人の方々に来場いただい
た。技研公開以外に、国内外で計44件の外部展示を実施した。
　その他、81件1649名の方々に当所を視察・見学いただいた。この中には31件214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、10件の報道発表をはじめ、国内外の会議、学会誌などに計592件を発表した。研究成果の
権利化も進め、2016年度は、NHK全体で351件の特許出願を行い、263件の権利を取得した。NHKの特許保有
件数は、2016年度末で1907件である。
　外部との連携では、共同研究21件、受託研究3件を実施し、海外から滞在研究員2名、国内から実習生18名を
受け入れた。研究員5名を海外に派遣した。
　NHKの番組制作への協力として、スポーツ番組においてハイビジョン映像を高画質・低遅延に伝送する「ミリ
波モバイルカメラシステム」や、自然科学番組での「ウルトラハイスピードカメラ」が利用された。また、スーパ
ーハイビジョンの試験放送が開始されたことに伴い、22.2ch音響制作を支援する３次元付加音響装置やラウドネ
スメータなどが活用された。2016年度の番組協力の総件数は28件である。なお、当所の研究成果の評価結果と
して、2016年度はIEEEマイルストーン、プライムタイム・エミー賞など47件の表彰を受けた。
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Engineers）では、映像信号の伝送ストリーム上で、高ダイナミ
ックレンジ信号や広色域信号を判別するためのフラグ信号の規
定に取り組むとともに、次世代のデジタルインターフェース
U-SDI（Ultra-Serial Digital Interface）規格ST2036-4にHDR
判別信号を含める改訂作業を進めた。

　インドネシア・バリ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、8Kスーパーハイビジョンや
人にやさしい放送技術などNHKの最新技術研究を紹介すると
ともに、プロジェクトマネジャーとして番組制作のためのメタ
データ技術や次世代地上放送技術、ハイブリッド放送とOTT技
術などのトピックスの議論に参加した。

　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
ーディオ技術協会（AES）、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 Consor-
tium）総会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

■ 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

■ 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
　　　音声品質評価法作業班 主任
　　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
　　　　データコンテンツ交換方式JTG 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
　　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
 
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

■ 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
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7.1.2　海外の研究機関等との連携
　ヨーロッパ放送連合（EBU: European Broadcasting Union）
の技術委員会傘下の技術検討グループに参加している。Beyond 
HDグループでは、UHDTVの普及・導入のための検討を行って
おり、HDR番組制作の運用ガイドライン、UHDTV用の広色域
ディスプレーやカメラの要件などの議論に参加するとともに、
日本の4K・8K衛星放送の情報を提供した。VRグループでは、
EBU主催の研究所会合BTF （Broadcast Technologies Future）
でのVRへの取り組みに関する調査を行い、技研からも情報を提
供した。また、調査結果から、公共放送事業者によるVRサービ
スのあり方や取り組みについてレポートとしてまとめた。
　IPを利用した番組制作システムの研究のため、BBC R&Dへ
研究員を派遣し、BBCが開発した試作システムを用いた研究開
発を行った。また、BBC R&Dが中心となって機器の制御方式
の標準化を行うAMWA NMI （Advanced Media Workflow 
Association Networked Media Incubator） に参加し、放送局
が必要とする制御機能の議論や、開発した伝送フォーマット変
換装置のデモを行った。
　AMWAとEBUのジョイントタスクフォースの中で、将来の柔

軟なコンテンツ制作基盤の仕組みとしてFIMS （Framework for 
Interoperable Media Services）の規格化が進んでいる。この
FIMSの次期バージョンでの規格化対象に、メディア解析技術
を利用したメタデータ制作支援機能が含まれたため、12月より
本活動に参加を開始した。
　三次元音響用の音声符号化規格であるMPEG-H 3D Audioが
2015年に完成した。これを受け、技研は独フラウンホーファ
ー集積回路研究所と連携して次世代地上放送を視野に入れた
22.2ch音響用のコーデックを開発し、放送品質を満たすビット
レートを導出し、学会報告した。
　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18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。

7.1.3　共同研究、研究相互協力、連携大学院
　2016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21件の共同研究および34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、イギリ
スBBC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 （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8校（早稲田大学、東京理科大学、電気通信大学、東海
大学、長岡技術科学大学、東京都市大学、東京電機大学、東京
大学）から18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、スペインに
研究員５名を派遣した（表２）。

表２　研究者の海外派遣

派遣先 期間 研究テーマ

アメリカ　カーネギーメロン大学 2016/1/9 ～ 2017/1/1 情報セキュリティーの研究

イギリス　BBC 2016/1/19 ～ 2016/7/16 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

スペイン　バレンシア工科大学 2016/10/1 ～ 2017/3/31 次世代地上放送技術の研究

スペイン　ポンペウ・ファブラ大学 2016/11/7 ～ 次世代映像符号化技術の研究

アメリカ　カリフォルニア大学 2017/3/1 ～ AR技術等を応用した新しい映像体験提供の研究

表１　研究者受入内容

種類 期間 研究テーマ
滞在研究員 2017/2/1 ～ 8K映像に適した高効率符号化技術の研究

ABU滞在研究員 2016/1/28 ～ 2016/5/31 スーパーハイビジョン撮像システムの研究
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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。2016年度は、総務省から委託された3件の研究
を実施した。
　◦ 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
　◦ 地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発

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

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、7件の研究題目を客員研究員に委嘱し、研究を実施した。

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略）2017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
　伊東　　匡 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
　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　環境・社会理工学院　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総合研究所　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

■ 研究アドバイザー （敬称略）2017年３月
氏名	 所属
安藤　　真 東京工業大学　副学長・理事
伊東　　晋 東京理科大学　理工学部　教授
伊丹　　誠 東京理科大学　基礎工学部　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　特命教授
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　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

■ 客員研究員 （敬称略）2017年３月
氏名	 所属
飯田　一博 千葉工業大学 教授
巖淵　　守 東京大学　先端科学技術研究センター　准教授
中田　時夫 東京理科大学　研究推進機構　総合研究院 
 太陽光発電技術研究部門　嘱託教授
平栗　健史 日本工業大学　電気電子工学科　教授
府川　和彦 東京工業大学　工学院　教授
藤井　俊彰 名古屋大学 大学院工学研究科　教授
渡辺　哲也 新潟大学 工学部 福祉人間工学科　准教授
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7.2　研究成果の公開

7.2.1　技研公開
　2016年の技研公開は、技研が描く放送・サービスの未来像
を、来場者にわかりやすくお伝えすることをコンセプトに、試
験放送開始目前のスーパーハイビジョン、インターネットを活
用した放送技術、立体テレビを実現する技術、人と社会をつな
ぐコンテンツ制作技術「スマートプロダクション」、「立体テレ
ビ」、「次世代デバイス」など最新の研究成果27項目、およびポ
スター 13項目、体験型４項目を展示し、開催期間中延べ20,371
人の方々に来場いただいた。エントランスでは130型相当の

「シート型大画面８Ｋディスプレー」で、パネル厚１ｍｍの画面
に映る８Ｋ映像をご覧いただくなど、コンセプトに沿った４つ
のコーナーで各研究が目指す未来像を展示した。この他、日常
生活のさまざまな場面にあわせてコンテンツや情報をお届けす
るインターネット活用技術や、品質が向上した立体テレビなど
も展示した。講堂では、技研の８Ｋに続く研究に焦点を当てた
講演の他、放送とネット動画、次世代の地上放送、ネット活用
技術、インテグラル立体に関する特別発表、研究発表を行った。
　公開実施日程
　　５月24日（火）オープニングセレモニー
　　５月25日（水）招待内覧会
　　５月26日（木）～ 29日（日）一般公開

■ 講演
タイトル	 　講師
映像×メディア×技術の進展による放送への期待 相澤　清晴 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授

■ 特別発表
タイトル	 		発表者
テレビとネット動画、人々はどう使い分けているか～画像利用の実態と今後～ 重森　万紀 NHK放送文化研究所 世論調査部長

■ 研究発表
タイトル	 		発表者
次世代地上放送の実現に向けた研究開発 中村　円香 伝送システム研究部 上級研究員
インターネットを活用した新しいテレビ体験の実現を目指して 山村　千草 ネットサービス基盤研究部
インテグラル立体テレビの研究開発 三浦　雅人 立体映像研究部

■ 研究展示
A 進化がつづくスーパーハイビジョン B3 多様な視聴スタイルに適応する動画配信技術
B インターネット活用技術 C1 映像にメタデータを自動付与する文字列検出技術
C スマートプロダクション C2 CG共演用スタジオロボット
D 立体テレビ C3 気象警報の手話CG自動制作技術
A1 ８KHDRライブ制作 C4 読解支援情報付きニュースサービス
A2 8Kスーパーハイビジョンのフルスペック化に向けた技術 C5 立体形状を伝える触覚提示技術
A3 フル解像度8K単板カメラシステム C6 スポーツグラフィックスのための空間情報取得技術
A4 アーカイブ用ホログラムメモリー D1 インテグラル立体テレビ
A5 3次元音響制作装置 D2 将来の立体表示用デバイス技術
A6 スーパーハイビジョン衛星放送のケーブルテレビ再放送技術 E1 次世代イメージセンサー技術
A7 超解像技術による8K・4K映像符号化システム E2 シート型ディスプレーの要素技術
A8 次世代地上放送システム E3 高速記録を目指す磁性細線メモリー
A9 MMTによる8Kスーパーハイビジョン伝送技術 F1 NHK技術の活用と実用化開発の紹介
A10 8KスーパーハイビジョンFPU F2 スマホ向け放送同時配信サービス
B1 インターネットでひろがる新しい“テレビ”体験を実現する技術 F3 いよいよ始まるスーパーハイビジョン放送
B2 ライブスポーツ番組におけるハイブリッドキャストの活用 F4 IEEEマイルストーン認定を受けたNHKの技術

エントランスの様子

シート型８Ｋディスプレー
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■ ポスター展示

A-P1 超臨場感メーター D-P2 光偏向デバイス
A-P2 次世代映像符号化技術 E-P1 光電変換膜積層型固体撮像デバイス
A-P3 8Kスーパーハイビジョン映像への超解像技術 E-P2 有機撮像デバイス
B-P1 プライバシー保護用暗号技術 E-P3 塗布型酸化物トランジスター
B-P2 タイムシフト視聴環境における番組発見行動 E-P4 逆構造有機ELデバイス
C-P1 手話CG生成、表示技術 E-P5 高画質化と長寿命化を両立するためのパネル駆動技術
D-P1 奥行き圧縮表現技術

■ 体感展示

1 フルスペック８Kスーパーハイビジョンを体感 3 飛び出すテレビ
2 3 次元音響の魅力を体感 4 動いてみよう！ インテグラル立体クイズ

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 2016において、8Kレー
ザープロジェクターによる350インチの8Kシアター、フルスペ
ック8Kカメラ、8Kフル解像度小型単板カメラ、8K HDR(High 
Dynamic Range)ディスプレー、8K中継車などを展示し、8K
試験放送に向けて大きく前進していることをアピールしたほ
か、その先のフルスペック8Kスーパーハイビジョンに向けた研
究成果を展示した。期間中、NAB Showには世界各国から約10
万3千人が来場した。
　8月にはリオデジャネイロ・オリンピックが開催され、ブラ

ジルの放送局であるTV Globoと共同で、8K地上波伝送デモと
8Kパブリックビューイングを実施した。合わせて約3万人の方
に、オリンピックの模様を8Kの高い臨場感で体感いただいた。
　9月には欧州最大の放送機器展IBC2016  (International 
Broadcasting Convention 2016)にて、4Kパネルを4枚並べ
た8Kシート型ディスプレーや8K HDRディスプレーを展示し、
リオデジャネイロ・オリンピックの模様をご覧いただいた。そ
のほか、手話CGや音声ガイド、8K OLEDディスプレーを用い
たインテグラル立体テレビを展示し、多くの方にご覧いただい
た。IBCには約5万6千人が来場した。

■ 海外展示　3件
イベント名	 日程	 展示項目

NAB Show 2016（アメリカ・ラスベガス） 4/18 ～ 4/21 8Kレーザープロジェクター、フルスペック8Kカメラ、8Kフル解像度小型
  単板カメラ、8K HDR LCD、8K中継車
リオデジャネイロ・オリンピック（ブラジル・リオデジャネイロ） 8/5 ～ 8/21 地上波伝送デモ、8Kパブリックビューイング（ライブ含む）

IBC2016（オランダ・アムステルダム） 9/9 ～ 9/13 8Kシート型ディスプレー、8K HDR LCD、手話CG、音声ガイド、
  インテグラル立体テレビ

7.2.3　国内展示
　全国各地のNHKが主催するイベントや各種展示会において、
年間を通じて当所が研究開発した最新の放送技術を紹介した。
また、リオデジャネイロオリンピックの期間中、技研講堂など
で8Kスーパーハイビジョン（SHV）のパブリックビューイング

を開催し、臨場感ある競技の模様を多くの方々にご覧いただい
た。さらに、衛星での試験放送を開始したSHVを周知するため、
関係する学会会場などで公開受信を実施した。

■ 国内展示　24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 8Kスーパーハイビジョン（SHV）
リオデジャネイロオリンピック 8Kパブリックビューイング 8/6 ～ 8/22 8KSHV
NHK防災パーク2016 8/27 ～ 8/28 手話CG生成技術、読解支援技術
CEATEC JAPAN 2016 10/4 ～ 10/7 シート型ディスプレー、SHVケーブル伝送技術
デジタルコンテンツEXPO 2016 10/27 ～ 10/30 8K Time into Space、リアルタイム物体追跡
大阪放送局 会館公開 「BKワンダーランド」 10/29 ～ 10/30 さわれるテレビ
InterBEE 2016 11/16 ～ 11/18 Augmented TV、リアルタイム物体追跡、MMT多チャンネル伝送
NHKサイエンススタジアム2016 12/3 ～ 12/4 読解支援技術、インテグラル立体クイズ
IDW/AD'16 12/7 ～ 12/9 SHV衛星試験放送
紅白歌合戦 8Kパブリックビューイング 12/31 8KSHV
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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 Trans-
actions、Journal of Physical Chemistry C、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 56 件
海外学会誌 26 件
国内学会・研究会など 231 件
海外学会・国際会議など 153 件
一般雑誌などへの寄稿 54 件
部外への講師派遣 72 件

合計 592 件

7.2.5　報道発表
　当所の研究成果を中心に、10件の報道発表を行った。

	 年月日 	 発表内容		　　　　　　　　　
 2016.4.7 「技研公開2016」の開催について
 4.7 世界の放送技術をリードした“ハイビジョン”と“緊急警報放送”が「IEEEマイルストーン」に認定
 5.24 フレキシブルディスプレイ用有機ELデバイス 酸化に強く・長寿命・省電力のOLED開発に成功
 5.24 8Kスーパーハイビジョンアーカイブ用ホログラムメモリードライブを開発
 5.24 8KスーパーハイビジョンFPUを開発
 5.24 4K・8Kスーパーハイビジョンのケーブルテレビ再放送実現に向けて伝送方式の共同評価を開始
 5.24 8Kスーパーハイビジョンの10Gbps級光インターネット回線多チャンネル伝送実験に成功
 9.29 4K・8Kスーパーハイビジョンケーブルテレビ用小型受信装置を開発
 10.6 ＮＨＫがエミー賞の技術部門賞を受賞！
 2.20 気象情報手話CG評価サイトを開設

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
究開発成果の周知広報のため、放送関係者、大学・学術機関関
係者、美術関係者等、幅広い分野の方々に技研を見学していた
だいた。また、EBU（European Broadcasting Union）やIBC

（International Broadcasting Convention）など、規格化や国

際展示会に関する要人、世界各国の放送事業者など、海外から
多くの関係者が当所を訪れた。

視察、見学 81件（うち、海外　31件）
1,649人（うち、海外　214人）

取材 14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、「有線伝送技術」、「人間科学に基づいた映
像評価技術」「大容量・高速ストレージ技術」などを特集した。
　海外向けのBroadcast Technologyでは、「映像符号化技術の
標準化動向」、「MPEG-DASHとハイブリッドキャスト」、「生体
情報を用いた映像評価技術」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.133 ～ No.144
　NHK技研R&D（和文、隔月刊） No.157 ～ No.162
　研究年報（和文、年刊） 2015年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast Technology（英文、季刊） No.64 ～ No.67
　ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2015年度版

技研だより Broadcast TechnologyNHK技研R&D
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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、機関誌などを一般公開ホームページで紹介した。ま
た、より多くの方に閲覧していただくことを目的として、スマ
ートフォン向けサイトの充実を図った。さらに、技研への理解
促進に向け、概要ページから、最新の技研パンフレットをダウ
ンロードできるようにした。

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。ゴルフ
やトライアスロン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」が活躍したほか、自然科学番組では

「ウルトラハイスピードカメラ」が放電加工の仕組みや弦楽器の

弦の振動など人間の眼では捉えられない現象の撮影を行った。
そのほか、スーパーハイビジョンの試験放送が開始されたこと
に伴い、22.2ch音響制作を支援する３次元付加音響装置やラウ
ドネスメータなどが活用された。2016年に実施した番組協力
は28件であった。

7.3.2　特許
　デジタル放送や高効率映像符号化規格の必須特許を合理的な
条件で一括ライセンスする「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、放送の円滑な普及に寄与
した。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した。技術移転可能なNHK保有技術

をまとめた「技術カタログ」を充実させるとともに、「技研公開
2016」、「CEATEC JAPAN 2016」、「テクニカルショウヨコ
ハマ2017」、「第46回NHK番組技術展」、さらには地方自治体
等と連携したイベントにおいて、NHK保有技術を利用する仕組
みを積極的にPRすることで、技術移転契約に結び付けた。

技研の概要紹介ホームページ

■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 322 1,259
 実用新案 0 0
 意匠 0 0
海外出願  29 111
合計  351 1,370

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 254 1,757
 実用新案 0 0
 意匠 0 1
海外  9 149
合計  263 1,907

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  16 287
許諾権利数  38 486
　　（内訳）特許権  24 255
　　　　　ノウハウ  14 231

技術協力 （NHK総数）
	 区分	 	 件数
技術協力   20
受託研究   3
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7.3.3　受賞、学位取得
　2016年度は、IEEEマイルストーン、プライムタイム・エミ
ー賞、電波功績賞、高柳健次郎業績賞など47件を受賞した。
2016年度は、新たに4人が学位を取得した。2016年度末の学
位保有者は、87人となった。

受賞者 賞の名称 授賞者 業績名・受賞事由 受賞・表彰日

NHK IEEE　マイルストーン IEEE
「ハイビジョン」
視聴者に高い臨場感をもたらす、高解像度かつ横長画面の
ハイビジョン放送システムに関する長年にわたる研究開発

2016.4.7

NHK IEEE　マイルストーン IEEE
「緊急警報放送」
世界初となった1985年の緊急警報放送開始と、その実現
に向けた長年にわたる研究開発

2016.4.7

北村和也　安江俊夫 市村学術賞　貢献賞 公益財団法人　新技術開発財団 「フルスペック8Kスーパーハイビジョンイメージセンサ
の開発」 2016.4.25

WISDOM　X　及び　DISAANA開発グ
ループ（後藤淳） 優秀賞 国立研究開発法人　情報通信研究機構 WISDOM　X　及び　DISAANAの開発と一般公開 2016.5.11

大出訓史 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　SG6における音響関連勧告の策定や改訂への貢献 2016.5.17

新採用国対応タスクフォース
（岡野正寛）

日本ITU協会賞　国際活動奨励賞
（国際協力賞分野） 一般財団法人　日本ITU協会 ISDB-T採用国に対する技術セミナーの実施や技術規格の

策定支援を通じて各国の放送分野の発展に寄与 2016.5.17

石井啓二 Presidential Citation Society for Information Display(SID) 国 際 会 議IDW'15（International Display Workshops 
2015）への実行委員長としての貢献 2016.5.24

川喜田裕之　中川俊夫　佐藤誠（東工大） 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 「NHKサイエンススタジアム」イベントにおける「ダイオ
ウイカAR」などAugmented TVコンテンツ 2016.5.27

三橋政次（技術局）　北村和也　島本洋
崎山剛　根本和彦（放送技術局）
小栗裕二（放送技術局）　
佐藤良一（日立国際電気）
有賀秀明（池上通信機）

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 実用的な８Ｋ単板カメラシステムの開発 2016.5.27

本村玄一　中嶋宜樹　武井達哉
都築俊満　深川弘彦　中田充
辻博史　清水貴央　藤崎好英
山本敏裕
森井克行（株式会社日本触媒）
長谷川宗弘（株式会社日本触媒）

丹羽高柳賞　論文賞 一般社団法人　映像情報メディア学会
A F lex ib le D isp lay Dr i ven by Ox ide -Th in -F i lm 
Transistors and Using Inverted Organic Light-Emitting 
Diodes

2016.5.27

町田賢司　菊池宏　久我淳　青島賢一
船橋信彦　加藤大典　金城秀和
麻生慎太郎

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 電子ホログラフィー用スピン注入型空間光変調器の研究 2016.5.27

杉本岳大　中山靖茂　小森智康　渡辺馨
大出訓史　知念徹（ソニー株式会社）
畠中光行（ソニー株式会社）
辻実（ソニー株式会社）
本間弘幸（ソニー株式会社）

日本音響学会　技術開発賞 一般社団法人　日本音響学会

「MPEG-4　AACを用いた22.2ch音声符号化・複合装置
の開発」
22.2ch音声符号化規格の整備とMPEG-4　AAC符号化装
置の開発

2016.5.28

遠藤大礎 IEEE　BMSB　2016
Best Paper Award IEEE Cross-Media Platform for the Unification of Broadcast 

and Broadband Program-Viewing Environments 2016.6.3

鈴木陽一　小島政明　亀井雅　長坂正史
中澤進　田中祥次 衛星通信研究賞 一般社団法人　電子情報通信学会 NHK技研公開2015における8Kスーパーハイビジョン衛

星放送実験 2016.6.3

小野一穂 AES　Fellowship Award AES（Audio Engineering Society) 高品質プロ用マイクロホンの開発に対する顕著な貢献 2016.6.4
長畑萌（専修大学）　原澤賢充
佐藤駿（専修大学）　中沢仁（専修大学）
石金浩史（専修大学）

2015年度学術大会優秀発表賞 日本心理学会 「摂食障害傾向は身体画像の大きさ知覚に影響する」 2016.6.16

原澤賢充　小峯一晃 2015年度学術大会優秀発表賞 日本心理学会 「広視野への注意の定位が脳活動に与える影響：事象関連
電位による研究」 2016.6.16

長坂正史　田中祥次
高田政幸（メディア企画室）
佐伯顕真（技術局）

電波功績賞　総務大臣表彰 一般社団法人　電波産業会 12GHz帯衛星放送の右旋左旋円偏波共用受信システムの
実用化 2016.6.27

池谷健佑　加納正規　三科智之 放送文化基金賞 公益財団法人放送文化基金 多視点ロボットカメラによる「ぐるっとビジョン」を用い
た新しい映像表現技術の開発 2016.7.5

西村敏 技術開発賞 一般社団法人　日本映画テレビ技術協会 ハイブリットキャスト対応
MPEG-DASH動画視聴プレーヤーの開発 2016.8.1

蔀拓也 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 次世代地上放送の伝送方式 2016.9.1

原一宏 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 ３D-HEVCを用いたインテグラル立体像の符号化画質に
関する一検討 2016.9.1

奥田光伸 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 磁性細線における磁区の形成・駆動・検出 2016.9.1
宮崎太郎　熊野正　今井篤 情報科学技術フォーラム奨励賞 情報処理学会・電子情報通信学会 国籍情報を用いた人名の音訳 2016.9.9
小川一人 IWSEC2016 Contribution Award 情報処理学会 IWSEC2016におけるプログラム委員長としての貢献 2016.9.13
田中英輝 東京都功労者表彰 東京都 東京都功労者表彰 2016.10.3
中田充　辻博史　藤崎好英　武井達哉
本村玄一　深川弘彦　都築俊満　
清水貴央　山本敏裕　中嶋宜樹
清水直樹（NHKエンジニアリングシステ
ム）

Technical Committee Prize Paper Award 
(Third prize)

IEEE Industry Applications Society　
2015

Oxide Thin-Film Transistor Technology for Flexible 
Organic Light-Emitting Diode Displays 2016.10.3

岩崎有希子 11th ICEL Best Poster Award ICEL Organizing Committee
Obse r va t i on o f c l ea r d i f f e r ences i n PHOLED 
per fo rmances us ing s imi la r TADF mater ia ls as 
phosphorescent host

2016.10.4

西村敏 経済産業大臣賞（日本映画テレビ技術大賞） 一般社団法人日本映画テレビ技術協会 ハイブリットキャスト対応
MPEG-DASH動画視聴プレーヤーの開発 2016.10.6

小泉雄貴　田中祥次　斎藤恭一
小島政明　鈴木陽一 JC-SAT2016 BEST PAPER AWARD 電子情報通信学会 A study on 64APSK Coded Modulation 2016.10.13

比留間伸行（NHKエンジニアリングシス
テム）
東真希子　内田翼　梅田修一　宮崎太郎
加藤直人

ABU 2016 優秀論文賞 ABU 手話CGの研究 2016.10.21



 7　研究関連業務

 NHK技研 研究年報 2016　│　53

NHK 放送技術研究所 プライムタイム・エミー賞　フィロ・ファ
ーンズワース賞

The Academy of Television Arts & 
Sciences

数十年にわたる、日本および世界の放送技術の可能性を広
げる先駆的な技術開発への取り組み 2016.10.26

大亦寿之　MIT Media Lab Innovative Technologies 2016 経済産業省 8K Time into Space 2016.10.27
小野一穂　杉本岳大
安藤彰男(富山大学)
今永敬嗣（三研マイクロホン株式会社）
千葉裕（三研マイクロホン株式会社）
石井武志（三研マイクロホン株式会社）

関東地方発明表彰発明奨励賞 公益社団法人発明協会 背面感度抑圧型狭指向性マイクロホン 2016.11.10

薄井武順 Best Paper Award International Display Workshop 有機ELディスプレイの適応的時間アパーチャー制御に関
する研究発表 2016.12.9

加藤大一郎（NHKエンジニアリングシス
テム)
山内結子　三ッ峰秀樹　武藤一利

SI2016優秀講演賞 公益社団法人計測自動制御学会 「ハンディカメラでバーチャル表現を可能にするハイブリ
ッドセンサーの開発」の講演 2016.12.18

岡市直人 優秀研究発表賞 映像情報メディア学会 ｢複数の直視型ディスプレーパネルを用いたインテグラル
立体表示｣の研究発表 2016.12.21

片野祐太郎　室井哲彦　木下延博
石井紀彦 IEEE ICCE 2017 Third Place Best Paper IEEE ICCE ( IEEE In te rna t i ona l 

Conference On Consumer Electronics)
P ro t o t ype Ho l og raph i c D r i ve w i t h Wave f r on t 
Compensation for Playback of 8K Video Data 2017.1.9

島本洋 高柳健次郎業績賞 公益財団法人高柳健次郎財団 8Kスーパーハイビジョン用イメージセンサの開発 2017.1.20

正岡顕一郎 2017 Special Recognition Award Society for Information Display (SID) 広色域ディスプレイと色域計算基準の研究・開発 2017.1.20

長坂正史 研究奨励賞 映像情報メディア学会放送技術研究委
員会 2016年度登壇回数3回 2017.2.24

川本潤一郎 研究奨励賞 映像情報メディア学会放送技術研究委
員会 IP伝送における誤り訂正符号の研究 2017.2.24

古崎晃司（大阪大学）　浦川真
小野寺トモ（インフィニート・ラボ）
増田壮志（大阪大学）
加藤文彦（国立情報学研究所）
川﨑照文（A'ワーク創造館）

アーバンデータチャレンジ2016
アクティビティ部門・銀賞

一般社団法人　社会基盤情報流通推進
協議会 AfterFiver開発Team 2017.2.25

佐々木久幸　岡市直人　渡邉隼人
河北真宏　三科智之 電子情報通信学会 画像工学研究会 IE賞 電子情報通信学会画像工学研究専門委

員会 直視型インテグラル立体表示の色モアレ低減技術 2017.2.27

後藤功雄　田中英輝 言語処理学会第23回年次大会 最優秀賞 言語処理学会 ニューラル機械翻訳での訳抜けした内容の検出 2017.3.16
田高礼子　清山信正
世木寛之（成蹊大学）
都木徹（ＮHKエンジニアリングシステム）
植松裕子（セコム）　斎藤英雄（慶応大学）
小沢愼治（慶応大学）

第32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 気象通報自動読み上げの研究 2017.3.24

加藤直人 電子情報通信学会　功績賞 電子情報通信学会 I-Scover普及推進に関する長年の貢献 2017.3.24


