
NHK技研 研究年報 2017　｜　47

7.1　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、当所の研究成果を提供することで技術基準の策定に貢献し
た。
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、4K・8K衛星放送の伝送容量拡大に向け
て左旋円偏波の衛星出力を増力できるよう、電波強度の規定を
変更する提案を行い、WRC-19（2019年世界無線通信会議）の
議題とすることになった。SG5（地上業務）では、4K・8Kの番
組素材伝送用の42GHz帯FPU（Field Pickup Unit：番組素材無
線伝送装置）の仕様を勧告やレポートに反映した。SG6（放送
業務）では、ハイダイナミックレンジテレビ（HDR-TV: High 
Dynamic Range Television）番組制作の運用基準やテスト信
号、8K表示の高精細VR、音響メタデータの伝送方法、放送と
通信の統合プラットフォーム、セカンドスクリーンを活用する
放送通信連携システム、地上波による8K伝送実験などを寄与
し、勧告やレポートに反映された。
国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）の合同委員

会の作業グループであるMPEG（Moving Picture Experts 
Group）では、4K・8K衛星放送の映像符号化方式であるHEVC
（High Effi  ciency Video Coding）方式をハイダイナミックレン

ジ映像に適用する場合の符号化制御を解析し、次世代映像符
号化の標準化における共通評価条件に反映された。メディアト
ラ ン ス ポ ー ト 方 式 に つ い て は、MMT（MPEG Media 
Transport）の実装ガイドラインの策定に寄与した。また、新た
な立体映像符号化に関する標準化に向けて、MPEG-I
（Immersive）Visualアドホックグループに参加し、インテグラ
ル立体像の要素画像群からデータを損なうことなく多視点画像
へ変換する方式を提案し、立体映像符号化技術の標準化に貢
献した。
SMPTE（Society of Motion Picture and Television 

Engineers）では、オブジェクトベース音響で使用するメタデー
タをデジタル音声信号伝送規格であるAES3に多重する方式を
提案し、標準規格案の作成に寄与した。
中国・成都で開催されたアジア・太平洋放送連合（ABU）の

技術委員会では、4K・8K放送や人にやさしい放送技術の研究
開発などNHKの取り組み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
論に寄与した。また同地で開催された総会では、NHKの上田
会長がABU副会長（任期は2018年1月から3年間）に選出された。

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。また、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、日本の地上デジタル放送方式ISDB-Tの国際普及に寄与した。
2017年の技研公開は、「2020年へ、その先へ、広がる放送技術」をテーマとして実施した。スポーツ中継の興奮
を世界に伝えるための映像表現技術をはじめ、AIやビッグデータ解析などを駆使した番組制作支援技術「スマート
プロダクション」、インターネットを活用した放送サービス、立体テレビ技術、放送用デバイス技術など最新の成
果30項目、ポスター10項目、体験型4項目を展示し、開催期間中延べ20,194人の方々に来場いただいた。技研公
開以外に、国内外で計17件の外部展示を実施した。
その他、70件1,200名の方々に当所を視察・見学いただいた。この中には26件242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、8件の報道発表をはじめ、国内外の会議、学会誌などに計578件を発表した。研究成果の権
利化も進め、2017年度は、NHK全体で305件の特許出願を行い、277件の権利を取得した。NHKの特許保有件数
は、2017年度末で2,012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1名、実習生17名を受け入れた。
また、研究員6名を海外に派遣した。
NHKの番組制作への協力として、スポーツ関連番組では、サッカー選手の試合中の顔の向きを推定して表示す
るシステムや、フェンシング競技における剣先の軌跡を表示する「ソードトレーサー」、ビーチバレー競技における
ボールの3次元位置を算出してCGで表示するシステムが活用された。そのほか、ドラマにおける8K2倍速スロー
モーションや、生放送番組における投稿映像からの要約映像自動生成などの技術が活用された。2017年度の番組
協力の総件数は23件である。なお、当所の研究成果の評価結果として、2017年度は前島密賞、高柳健次郎業績賞
など32件の表彰を受けた。
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■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 専門委員
　　　　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
　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
　　　データMMT伝送JTG 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
　　権利保護作業班 主任
　　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
　　　衛星高度化実証実験TG リーダー
　　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
　　　次世代音声サービス検討WG リーダー
　　放送素材ファイルフォーマット検討作業班
　　　データコンテンツ交換方式JTG リーダー
　　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
　　　マイクロ波帯UHDTV-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

■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

さらに、欧州放送連合（EBU）、米国のテレビ放送方式を策
定するATSC（Advanced Television Systems Committee）、オー
ディオ技術協会（AES）、次世代のモバイル通信規格を検討す
る3GPP（3rd Generation Partnership Project）、IP番組制作シ
ステムの接続制御方式の標準化を行うAMWA NMI（Advanced 
Media Workflow Association Networked Media Incubator）、

放送通信連携コンテンツの記述に用いられるHTML5などWeb
で用いられる技術標準を規定するW3C（World Wide Web 
Consortium）などの国際標準化機関・プロジェクト、（一社）電
波産業会（ARIB）、（一社）電子情報技術産業協会（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。

■海外の研究機関等との連携
EBUの技術委員会傘下のBTF（Broadcasting Technology 

Future Group） のRenderer、AR（Augmented Reality）、AI
（Artifi cial Intelligence）、5Gの各サブグループに参加し、BTF
メンバーで情報共有および意見交換を行った。
IPを利用した番組制作システムの研究に関連して、BBC R 

& Dが中心となって進めている機器の制御方式の標準化を行う
AMWA NMIの活動に、2016年に引き続き参加した。策定中の

仕様を実装した試作機について、各社が開発を進める機器の
仕様検証と相互接続を目的としたテストに加わり、正常に動作
することを確認した。
AMWAとEBUが連携して標準化を進めている、将来の柔軟

なコンテンツ制作基盤の仕組みであるFIMS（Framework for 
Interoperable Media Services）の標準化活動に参画し、自動メ
タデータ抽出に関する共通APIを規定したFIMS Ver. 1.3を公開
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した。これに基づき、当所のショット分割や顔検出、文字列検
出技術などをFIMS準拠のサービスとして実装し、IBC

（International Broadcasting Convention）2017などでデモを
行った。

■共同研究、研究相互協力、連携大学院
2017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35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。

■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、ポストドク
ターに1件の研究委嘱を実施した。
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
農工大学）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、スペイン、ベルギー、

オーストラリアに研究員6名を派遣した。

■研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ
滞在研究員 2017/2/1～ 2017/10/6 8K映像に適した高効率符号化技術の研究
ポストドクター 2017/9/1～ ホログラム再生における高速・高精度位相検出技術の研究開発

■研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ
スペイン
ポンペウ・ファブラ大学 2016/11/7～ 2017/5/6 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～ 2017/8/31 AR技術等を応用した新しい映像体験提供の研究

アメリカ
マサチューセッツ大学
ボストン校

2017/9/10～ 2018/3/10 人の立体認知特性に基づく空間情報モデリングに関する研究

ベルギー
IMECインターナショナル 2017/9/25～ 最先端半導体製造技術を用いた高画素密度、高機能イメージングセンサの研究

オーストラリア
メルボルン大学 2017/10/24～ 自然言語処理研究の最先端の調査・研究

アメリカ
MITメディアラボ 2018/1/21～ 8Kディスプレーを利用した複数人による協力型インタラクティブコンテンツの制作

■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。2017年度は総務省から委託された3件の研
究を実施した。
●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
●地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発
●地上テレビジョン放送の高度化方式に対応したSFN方式
による中継技術に関する研究開発

■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14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。
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7.2　研究成果の公開

■技研公開
2017年の技研公開は、「2020年へ、その先へ、広がる放送

技術」をテーマとして5月23日から6日間の日程で実施した。ス
ポーツ中継の興奮を世界に伝えるための映像表現技術をはじ
め、AIやビッグデータ解析などを駆使した番組制作支援技術
「スマートプロダクション」、インターネットを活用した放送
サービス、立体テレビ技術、放送用デバイス技術など最新の成

果30項目、ポスター10項目、体験型4項目を展示し、開催期
間中延べ20,194人の方々に来場いただいた。エントランスで
は、競技中のボールの軌跡やスピードなどを画面上にリアルタ
イムでCG合成する「スポーツグラフィックスシステム」を展示
し、スポーツ中継の未来像を体感いただいた。講堂では、放送
の未来に関する2件の基調講演と6件の研究発表、さらにはAI、
ネットと放送、フルスペック8Kスーパーハイビジョンに関す

■放送技術研究委員会委員 （敬称略）2018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
　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
　坂中　靖志 総務省　情報流通行政局　放送技術課長
　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　教授
○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　専務取締役
　松田　一朗 東京理科大学　理工学部　教授
　三木　幸信 国立研究開発法人　産業技術総合研究所　副理事長
　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）2018年3月
氏名 所属
安藤　　真 東京工業大学　理事・副学長
伊丹　　誠 東京理科大学　基礎工学部　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
今井　秀樹 東京大学　名誉教授
内田　龍男 東北大学　名誉教授
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 東京大学大学院　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
平栗　健史 日本工業大学　工学部　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）2018年3月
氏名 所属
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　プロジェクト研究員
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　准教授

エントランスの様子
スポーツグラフィックスシステム
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■基調講演
タイトル 　講師
2020年、その先のテレビへの期待 岩浪　剛太 株式会社インフォシティ　代表取締役
VR, AR, UHD＋．．．television in 50 year’s time ‒ can we predict it today? David Wood EBU技術顧問

■研究発表
タイトル 　発表者
テレビ映像における顔認識技術 河合　吉彦 ネットサービス基盤研究部　上級研究員
番組制作システムのIP化へ向けた技術開発 小山　智史 伝送システム研究部
実用的なフルスペック8Kカメラの実現を目指して 中村　友洋 テレビ方式研究部
スポーツ番組を解説する「音声ガイド」生成技術 熊野　正 ヒューマンインターフェース研究部　主任研究員
空間認知特性に基づいた自然なインテグラル立体表示技術 澤畠　康仁 立体映像研究部
高色純度緑色有機ELデバイスの研究開発 深川　弘彦 新機能デバイス研究部

■シンポジウム
タイトル モデレーター パネリスト
AIで広がる公共放送の可能性 佐藤　庄衛

ヒューマンインターフェース
研究部　上級研究員

鳥澤　健太郎
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所　データ駆動知能システム研究センター長
梅田　仁
株式会社エム・データ　ライフログ総合研究所（Life Log Lab.）所長
石戸　奈々子
NPO法人CANVAS理事長／慶應義塾大学　准教授
中井　暁彦
制作局　第1制作センター　科学・環境番組部　ディレクター

ネット時代の視聴者が求める“テレビ”とは 倉又　俊夫
放送総局　デジタルコンテンツ
センター　副部長

吉川　昌孝
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ　メディア環境研究所　所長
安藤　聖泰
株式会社HAROiD　代表取締役社長
須賀　久彌
株式会社プレゼントキャスト　代表取締役社長
中川　俊夫
NHK放送技術研究所　ネットサービス基盤研究部　部長

フルスペック8Kスーパーハイビジョンの魅力を探る 西田　幸博
テレビ方式研究部　研究主幹

今井　豊
スカパー JSAT株式会社　サービス開発主幹
Andy Quested
BBC Standards Lead
落合　淳
メディア企画室　副部長

■研究展示
1 AIを活用したスマートプロダクション 11 テレビ映像における顔認識技術 21 中継制作の可能性を広げるスマートFPU
2 IoT連携で広がるテレビ×ネット×ライフ 12 スポーツ番組への手話CG自動付与 22 8KスーパーハイビジョンFPU

3 メディア統合プラットフォーム 13 リアルタイム競技データからの音声ガイドの自動
生成 23 次世代地上放送システム

4 三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシステ
ム 14 行動連携サービスとその基盤技術 24 並列型インテグラル立体ディスプレー

5 インタラクティブな視聴を実現するネットサービ
ス技術 15 テレビ視聴ロボット 25 インテグラル立体テレビの要素技術

6 スポーツ番組の音声ガイド 16 安全な放送通信連携サービスのためのプライバ
シー保護システム 26 高色純度有機ELデバイス

7 フレーム周波数120Hzに対応したシート型ディス
プレー 17 進化する8K撮影・記録技術 27 3次元構造撮像デバイス

8 フルスペック8K制作システム 18 22.2マルチチャンネル音響用デバイス 28 高速記録を目指す磁性細線メモリー

9 8Kレーザープロジェクター 19 HDR/SDR一体化制作カメラと色再現 29 実空間センシングによるスポーツ中継向け新映像
表現技術

10 番組制作のための音声認識 20 IPネットワークを利用した番組制作システム 30 ウルトラ指向性マイクロホン

る3件のシンポジウムを実施した。
公開実施日程
　5月23日（火）オープニングセレモニー
　5月24日（水）招待内覧会
　5月25日（木）～28日（日）一般公開
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■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などで、

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。
一般の方々にも研究成果を理解していただくため、技術を体験

できる展示も実施した。また、2018年の4K8K放送の開始に
向けた周知のため、さまざまな場でSHV衛星試験放送を受信
公開し、臨場感あるコンテンツをご覧いただいた。

■国内展示35件
イベント名（主なもの） 日程 展示項目
ひろしまフラワーフェスティバル（広島放送局） 5/3～5 CGキャラクター操作体験、特撮映像ライブラリーほか
映像情報メディア学会年次大会 8/30～9/1 SHV試験放送受信公開
CEATEC JAPAN 2017 10/3～6 Hybridcast Connect X
日本賞2017 10/15～18 手話CG生成技術、りかまっぷ
NHKサイエンススタジアム2017 10/21～22 MMT配信技術、インテグラル立体技術
Nスポ！2017 10/28～29 3次元被写体追跡技術
大阪放送局　会館公開「BKワンダーランド」 11/3～4 超高速度カメラ
瀬戸市デジタルまつり2017 11/5 テレビ視聴ロボット
Inter BEE 2017 11/15～17 8Kスローモーションシステム、Hybridcast Connect X ほか
4K8Kスーパーハイビジョンパーク 12/1～3 シート型有機ELディスプレー

■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 2017において、8Kシア
ター、8Kリビング、8Kコーデック／FPU、リアルタイムMTF
測定器など最新の8K技術を展示し、2016年8月に試験放送が
開始されたスーパーハイビジョンが、その後も実用化に向けて
着実に開発が進んでいることをアピールした。また、
Augmented TVや音声ガイドなど、8K以外の研究成果も展示
した。期間中、NAB Showには世界各国から約10万3,000人が

来場した。
9月には欧州最大の放送機器展IBC2017にて8Kリビングを

展示し、「8Kのある生活」を来場者に体感いただいたほか、フ
レキシブルOLEDの要素技術や8K 120Hz制作機器、8K TICO
コーデック、8K3板カメラ、スポーツグラフィックスシステム、
Hybridcast Connect Xを展示し、多くの方にご覧いただいた。
IBCには約5万8,000人が来場した。

■体感展示
T1 インテグラル立体の飛び出す絵本

T3
ラインアレースピーカーによる3次元音響再生

T4
視点を切り替えて楽しもう！MMT配信技術によ
る新たな視聴体験T2 バーチャルリアリティーを体験してみよう

■海外展示2件
イベント名 日程 展示項目
NAB Show 2017（アメリカ・ラスベガス） 4/24～ 4/27 8Kシアター、8Kリビング、8Kコーデック／FPU、MTF測定器、

Augmented TV、音声ガイド
IBC2017（オランダ・アムステルダム） 9/15～ 9/19 8Kリビング、フレキシブルOLED、120Hz制作機器、TICOコーデッ

ク、3板カメラ、スポーツグラフィックスシステム、Hybridcast 
Connect X

■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、Optical Express、AIP Advances、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 18件
国内学会・研究会など 232件
海外学会・国際会議など 160件
一般雑誌などへの寄稿 55件
部外への講師派遣 55件
合計 576件

■ポスター展示
P1 好ましい音声ガイドの要件 P5 電子ホログラフィー用狭画素ピッチ空間光変調器 P9 光電変換膜を積層した固体撮像デバイス

P2 8Kスーパーハイビジョンの撮影を支える技術 P6 光フェーズドアレー P10 有機撮像デバイスの高画質化に向けた要素技術開
発

P3 次世代地上放送システムのための音声符号化方式 P7 環境に配慮した量子ドットEL素子

P4 大画面での視聴が好まれるコンテンツの特徴 P8 シート型ディスプレーに向けた高速駆動薄膜トラ
ンジスター
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■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、スマー

トプロダクションなど研究開発成果の普及促進のため、放送関
係者、映画・音楽関係者、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、IBCなどの国際展示会を主
催する要人、世界各国の放送事業者、JICA研修受講生など、

海外から多くの放送関係者が当所を訪れた。

■報道発表
当所の研究成果を中心に、8件の報道発表を行った。

視察、見学 70件（うち、海外26件）
1,200人（うち、海外242人）

取材 10件

年月日 発表内容
2017.4.6 「技研公開2017」の開催について

5.23 色純度が高い緑色有機ELデバイスの開発に成功
5.23 三次元被写体追跡スポーツグラフィックスシステムを開発
5.23 多視点ロボットカメラによるインテグラル立体撮影技術を開発

年月日 発表内容
5.23 8Kディスプレーを用いたVRシステムを開発
11.8 『Inter BEE 2017』への初出展について

2018.1.24 「第47回　番組技術展」、「第72回　技研公開」の日程を決定
2018.3.30 最新の8Kコンテンツ・制作機材をNAB SHOW 2018に出展

■機関誌
当所の研究活動と研究成果を国内外に周知する、以下の機

関誌などを発行した。
NHK技研R&Dは、「映像解析技術とメタデータ」、「スーパー

ハイビジョン用無線素材伝送技術」、「立体表示デバイス」など
を特集した。
海外向けのBroadcast Technologyでは、「スマートプロダク

ション技術」、「インターネット活用技術」、「フルスペック8K
スーパーハイビジョンに向けた制作機器の開発」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. 145～No. 156
NHK技研R&D（和文、隔月刊） No. 163～No. 168

研究年報（和文、年刊） 2016年度版
■海外向け刊行物
Broadcast Technology（英文、季刊） No. 68 ～No. 71
ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2016年度版

NHK技研R&D Broadcast Technology技研だより

■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、スマートフォンやタブレットでも見やすいページデザイ
ンに努めた。さらに、ホームページをより活用していただくた
め、一般の方、研究者・技術者の方それぞれに向けた案内ペー
ジ（ユーザー別インデックス）を作成し、希望の情報にアクセ
スしやすくした。

ユーザー別インデックスのページ
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7.3　研究成果の活用

■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。スポー

ツ関連番組では、サッカー選手の試合中の顔の向きを推定して
表示するシステムや、フェンシング競技における剣先の軌跡を
表示する「ソードトレーサー」、ビーチバレー競技におけるボー
ルの3次元位置を算出してCGで表示するシステムが活用され

た。そのほか、ドラマにおける8K2倍速スローモーションや、
生放送番組における投稿映像からの要約映像自動生成などの
技術が活用された。2017年に実施した番組協力は23件であっ
た。

■特許
UHDTV衛星デジタル放送規格の新たなパテントプール＊の

設立（2017年7月開始）に参画するとともに、2Kデジタル放送
や高効率映像符号化規格のパテントプールを通じて、NHK保
有特許の利用促進を図り、放送サービス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2017」、「CEATEC JAPAN 2017」、「テクニカルショウヨコ
ハマ2018」、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した。
＊ 多数の標準規格必須特許を合理的な条件で一括ライセンスする仕組み。

■受賞、学位取得
2017年度は、前島密賞、高柳健次郎業績賞など32件受賞し

た。2017年度は、新たに2人が学位を取得した。2017年度末
の学位保有者は、87人となった。

■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 303 1,148
　実用新案 0 0
　意匠 0 0

海外出願 2 87
合計 305 1,235

■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 18 289
許諾権利数 33 473
　　（内訳）特許権 21 243
　　　　　ノウハウ 12 230

■技術協力 （NHK総数）
　　　　　　　　区分 件数
技術協力 12

受託研究 3

■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 265 1,873
実用新案 0 0
意匠 0 0

海外 12 139
合計 277 2,012

受賞者 賞の名称 授賞者 業績名、受賞事由 受賞・表彰日
青木秀一　河村侑輝　大槻一博 前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 MMT技術を用いた放送システムの開発および標準化 2017/4/11

後藤正英　萩原啓　本田悠葵
難波正和　井口義則
更屋拓哉（東京大学）
小林正治（東京大学）
日暮栄治（東京大学）
年吉洋（東京大学）

International Conference on Electronics 
Packaging（ICEP）2016 Outstanding 
Technical Paper Award

一般社団法人 エレクトロニクス実装
学会

ICEP 2016での発表「Three-Dimensional Integration 
Technology of Separate SOI Layers for 
Photodetectors and Signal Processors of CMOS 
Image Sensors」に対して

2017/4/19

西田幸博　正岡顕一郎　江本正喜
大村耕平（札幌放送局）
菅原正幸（日本電気（株））

文部科学大臣表彰　科学技術省
開発部門 文部科学省 超高精細度テレビジョン方式の開発 2017/4/19

町田賢司　船橋信彦　金城秀和 市村学術賞　功績賞 公益財団法人　新技術開発財団 立体テレビ応用に向けた電子ホログラフィ用空間光変
調器 2017/4/26
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梶山岳士　菊地幸大　小倉渓　
宮下英一
鉄地川原護（東京エレクトロンデバイス
株式会社）
渡瀬宏（東京エレクトロンデバイス株式
会社）
長井洋介（東京エレクトロンデバイス株
式会社）
松本徳文（東京エレクトロンデバイス株
式会社）

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 フルスペック8Kスーパーハイビジョン圧縮記録装置の

開発 2017/4/26

鈴木陽一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
ITU-R SG4 WP4B会合において、超高精細度テレビ
ジョン衛星放送の伝送システムの新勧告および関連す
る新報告などの策定に対して

2017/5/17

成清善一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
4K・8K地上放送の取り組みを共有するITU-Rレポート
（BT. 2343）の改定提案や、リオデジャネイロでの8K地
上伝送実験結果の入力などのITU標準化活動に対して

2017/5/17

袴田佳孝 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会 4K・8Kケーブルテレビ伝送方式の国際標準化 2017/5/17

日下部裕一 日本ITU協会賞　奨励賞 一般財団法人　日本ITU協会
非圧縮シリアルデジタルインターフェース規格（勧告
BT. 2077）や日英が共同開発したHLG方式を含むHDR-
TVの映像パラメータ規格（勧告BT. 2100）の標準化

2017/5/17

青木秀一 標準化貢献賞 一般社団法人　情報処理学会
情報規格調査会

MPEG SYSTEMS小委員会幹事としてのマルチメディ
ア伝送技術の国際標準化 2017/5/23

黒田徹 丹羽高柳賞　功績賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 FM多重放送方式および地上デジタル放送方式の開発・
実用化 2017/5/26

西田幸博 丹羽高柳賞　業績賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 広色域・高ダイナミックレンジ超高精細度映像方式の
研究開発と標準化 2017/5/26

中村友洋　山崎貴弘　船津良平　
島本洋

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 1億3300万画素撮像素子およびフル解像度単板カメラ

システムの開発 2017/5/26

三ッ峰秀樹
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 ハイブリッド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および実用化 2017/5/26

小泉雄貴　田中祥次　斎藤恭一　
小島政明　鈴木陽一 衛星通信研究賞 一般社団法人　電子情報通信学会 2017年2月の衛星通信研究会で報告した「64APSK信

号点設計に関する検討」に対して 2017/6/8

濱住啓之　伊藤史人
阿部健彦（株式会社テレビ朝日）
田中敏夫（株式会社タムラ製作所）
川島雅裕（株式会社TBSテレビ）

技術賞　奨励賞 一般社団法人　特定ラジオマイク運用
調整機構 OFDM方式デジタルラジオマイクの開発と実用化 2017/6/9

東真希子　内田翼　宮﨑太郎　
梅田修一　加藤直人　住吉英樹　
山内結子　金子浩之　
比留間伸行（NHKエンジニアリングシス
テム）
井上誠喜（NHKメディアテクノロジー）

放送文化基金賞 公益財団法人　放送文化基金 気象情報の手話CG生成システムの開発 2017/7/4

加納正規 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 2016年年次大会「様々なカメラ配置に対応可能な可動
式多視点カメラの校正手法」の講演に対して 2017/8/31

中村友洋 鈴木記念奨励賞 一般社団法人　映像情報メディア学会
2016年の年次大会「フル解像度8K単板カメラシステム
の開発」、冬季大会「1億3300万画素（60Hz）CMOS撮
像素子による8K 120Hz撮像実験」の講演に対して

2017/8/31

小川一人 Contribution Award 一般社団法人　電子情報通信学会
一般社団法人　情報処理学会 国際学会IWSEC実行委員長としての貢献 2017/9/1

山本敏裕 東京都功労者表彰 東京都 高精細薄型テレビの研究開発 2017/10/2

片野祐太郎　室井哲彦　木下延博　
石井紀彦 The Program Chair Award International Symposium on Imaging, 

Sensing, and Optical Memory 2017
Image Recognition Demodulation Using 
Convolutional Neural Network for Holographic Data 
Storage

2017/10/25

小島政明　田中祥次　筋誡久　
鈴木陽一　小泉雄貴 JC-SAT2017 BEST PAPER AWARD 一般社団法人　電子情報通信学会 JC-SAT2017における研究発表「衛星中継器非線形特

性の推定技術」に対して 2017/10/27

田中祥次　中澤進　
正源和義（放送衛星システム）
亀井雅（海外通信・放送コンサルティン
グ協力）

ABU Technical Review Prize for 2017 
Best Article Award ABU Broadcasting Satellite Services in Terms of Increase 

Rate of Outage Time Caused by Rain Attenuation 2017/10/30

東真希子　内田翼　宮﨑太郎　
梅田修一　加藤直人　住吉英樹　
山内結子　金子浩之
比留間伸行（NHKエンジニアリングシス
テム）
井上誠喜（NHKメディアテクノロジー）

日本映画テレビ技術協会　技術開発賞 一般社団法人　日本映画テレビ技術協
会

気象情報の手話CGアニメーション自動生成システムの
開発 2017/11/1

船津良平　山下誉行（技術局・開発セン
ター制作施設部）
三谷公二　野尻裕司（NHKアイテック）

関東地方発明表彰　発明奨励賞 公益社団法人　発明協会 高精細カメラ用フォーカスアシスト装置の発明 2017/11/2

宮川和典 電気通信産業功労賞 一般社団法人　電気通信協会 HARPの特性改善や応用分野拡大、エレクトロクロミッ
ク調光素子の特性改善 2017/11/22

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 TR 23008-13: 2017発行への貢献 2017/12/12

加藤大一郎（NHKエンジニアリングシス
テム）
三ッ峰秀樹

SI2017優秀講演賞 公益社団法人　計測自動制御学会
計測自動制御学会システムインテグレーション部門講
演会で講演した「放送利用を目的とした飛翔体の3次元
座標計測と軌跡表示手法の検討」に対して

2017/12/23

石井紀彦　
星沢拓（株式会社日立製作所） 高柳健次郎業績賞 公益財団法人　高柳健次郎財団 波面補償を用いたホログラム記録試作ドライブの開発 2018/1/19

梶田海成 SCIS論文賞 一般社団法人　電子情報通信学会
情報セキュリティ研究専門委員会 電子署名の帰着効率改善に関する研究 2018/1/24

正岡顕一郎　西田幸博　
菅原正幸（日本電気株式会社）
中須英輔（NHKエンジニアリングシステ
ム）
野尻裕司（NHKアイテック）

第33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 8K映像の実物感に関する論文に対して 2018/3/22


