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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、当所の研究成果を寄与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、21GHz帯放送衛星の衛星搭載用フェーズ
ドアレーアンテナや広帯域伝送特性評価などを寄与し、ITU-R
レポートに反映された。SG5（地上業務）では、WRC-19（2019
年世界無線通信会議）の議題の一つであるHAPS（High Altitude 
Platform Station）と、国内で使用されている6GHz帯FPUとの
周波数共用条件を提案し、CPM（Conference Preparatory 
Meeting）レポート案及びITU-Rレポートに反映された。SG6

（放送業務）では、地上テレビジョン放送の高度化技術、番組制
作用のIPインターフェース、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、音
響メタデータの伝送方法、4K8K素材伝送用音声符号化方式、
VR/360°映像システム、ハイダイナミックレンジテレビ番組制
作の運用方法、AI（Artificial Intelligence）の放送応用などを寄
与し、ITU-R勧告・レポート・研究課題に反映された。
　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、標準化が開始された次世代映像符号化方式の要素
技術を提案し、作業原案に採用された。また、新たな3次元映
像符号化に関する標準化に参加し、既存符号化方式を要素画像
群と多視点画像群にそれぞれ適用した場合のデータ圧縮量を比

較した結果を寄与した。
　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シリアル
形式の音響メタデータをAES3デジタル音声信号インターフェ
ースに多重する方式について、標準規格案の更新に寄与した。
　トルクメニスタン・アシュガバット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、新4K8K衛星放送やＷ
杯サッカー・五輪での8K制作など、NHKの取り組みを紹介す
るとともに、プロジェクトリーダーとして次世代地上放送、ハ
イブリッド放送、番組制作用メタデータ、人にやさしい放送な
どの研究開発状況を寄与した。また、AIを活用した番組制作に
関するNHKの論文がABU Technical Review誌 最優秀論文賞
を受賞した。
　これらのほか、欧州放送連合（EBU）、米国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）、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。

■ 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（2018年9月まで）
 副議長（2018年10月から）

■ 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
　　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 
　　　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
　　　音声品質評価法作業班 主任
　　　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
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　　　機器間インタフェース作業班 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
　　　　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
規格会議 委員長代理 

■ 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

■ 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/
ML（Machine Learning）の各サブグループに参加し、BTFメン
バーの取り組みに関する調査を行った。
　将来のコンテンツ制作基盤の共通化を目指したEBUのプロジ
ェクトMCMA（Media Cloud and Microservice Architecture）

の活動に参画し、FIMS（Framework for Interoperable Media 
Services）が策定したSOAP仕様から複数クラウドの連携を想
定したREST仕様へ変更について議論した。また、公開済みの
MCMAライブラリ群とサンプルのアプリケーションについて
IBC（International Broadcasting Convention）2018でデモを
行った。

■ 共同研究、研究相互協力、連携大学院
　2018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31件の研究相互協力を実施した。
　また、7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や相互の放送技術発展のため、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、イラン
から1名の研究者を受け入れた。また、滞在研究員としてブラジ
ルTV Globoから1名、国内の放送事業者から2名を受け入れた。
さらに、ポストドクターに1件の研究委嘱を実施した（表7-1）。

　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4校（早稲田大学、東京理科大学、電気通信大学、東京
農工大学）から9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、ベルギー、オーストラ
リアに研究員５名を派遣した（表7-2）。

表7-2　研究者の海外派遣
派遣先 期間 研究テーマ
ベルギー　IMECインターナショナル 2017/9/25 ～ 2018/9/20 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 ～ 2018/4/19 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 ～ 2018/7/31 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
アメリカ　MIT メディアラボ 2018/9/25 ～ センサーネットワークを用いた3次元音響のインタラクティブコンテンツの制作
アメリカ　スタンフォード大学 2018/10/21 ～ 放送と融和するフレキシブル・ウェアラブルエレクトロニクスの調査研究

表7-1　研究者受入内容
種類 期間 研究テーマ
ABU滞在研究員 2018/12/6 ～ 2019/3/29 AIを活用したコンテンツ制作支援システムの研究
滞在研究員 2019/1/15 ～ 次世代地上放送システムの調査および開発
滞在研究員 2018/5/14 ～ 2019/3/31 地域情報を活用した放送通信連携技術の研究
滞在研究員 2018/9/3 ～ ハイブリッドキャストコネクトを活用したサービスの研究

ポストドクター 2017/9/1 ～ 2019/3/31
ホログラム再生における高速・高精度位相検出技術の開発（2017/9/1 ～ 2018/8/31）
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とその応用（2018/9/1 ～ 2019/3/31）
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■ 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。2018年度は国や公的機関（総務省、NICT*、JST**）
から委託された3件の研究を実施した。
　●地上テレビジョン放送の高度化技術に関する研究開発
　●多言語音声翻訳高度化のためのディープラーニング技術の

研究開発

　●トポロジカル表面状態を用いるスピン軌道トルク磁気メモ
リの創製

*：国立研究開発法人　情報通信研究機構
**：国立研究開発法人　科学技術振興機構

■ 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
る委員の方々から研究活動に対する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

ご助言、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、研究を推進した。

■ 放送技術研究委員会委員 （敬称略）2019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
　河合　俊明 株式会社TBSテレビ　代表取締役専務取締役
　川口　忠久 株式会社テレビ朝日　常務取締役
　川添　雄彦 日本電信電話株式会社　取締役研究企画部門長
　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　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
　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
　栁島　　智 総務省　情報流通行政局　放送技術課長

■ 研究アドバイザー （敬称略）2019年3月
氏名	 所属
安藤　　真 国立高等専門学校機構　理事
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　所長
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　基幹工学部　教授
Timothy John Baldwin　メルボルン大学　教授
三好　正人 金沢大学　理工研究域　電子情報通信学系　教授

■ 客員研究員 （敬称略）2019年3月
氏名	 所属
池辺　将之 北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授
巖淵　　守 早稲田大学　人間科学学術院　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　客員教授
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
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7.2　研究成果の公開

■ 技研公開
　2018年の技研公開は、「よりリアルに、スマートに、あなた
とつながる」をテーマに、5月22日から6日間の日程で実施し
た。4月に公表したNHK技研3か年計画（2018-2020年度）を紹
介するとともに、最新の研究成果24項目、体験型5項目を展示
し、開催期間中延べ20,500人の方々に来場いただいた。エン
トランスでは、3次元テレビをはじめとする将来の多様な視聴
スタイルと、その実現を目指した研究コンセプト「ダイバースビ
ジョン」を紹介した。
　また、AIを活用した番組制作支援技術や、インターネットを
活用した放送サービス技術、フルスペック8K技術、ユニバーサ
ルサービス技術などの最新の研究成果を展示した。
　講堂では、NHK技研3か年計画、IoA(Internet of Abilities)の
実現に関する基調講演と、技研の3つの研究開発テーマ「リアリ
ティーイメージング」、「コネクテッドメディア」、「スマートプ
ロダクション」に関する講演を実施した。
　公開実施日程
　　　５月22日（火）オープニングセレモニー
　　　５月23日（水）招待内覧会
　　　５月24日（木）～ 27日（日）一般公開

■ 基調講演
タイトル	 講師

NHK技研3か年計画（2018-2020年度） 黒田　　徹 放送技術研究所長

IoA(Internet of Abilities)実現への挑戦、放送の未来 暦本　純一 東京大学教授　 ソニーコンピュータサイエンス研究所　副所長

■ 講演
タイトル	 発表者
臨場感を超えるリアリティーイメージング 境田　慎一 テレビ方式研究部　部長
コネクテッドメディア～“つながる”で放送が変わる～ 中川　俊夫 ネットサービス基盤研究部　部長
AIを活用したスマートプロダクション 岩城　正和 ヒューマンインターフェース研究部　部長

■ 研究展示
E1 NHK技研3か年計画（2018-2020年度） 12 フルスペック8K中継制作システム
E2 広がる視聴スタイル 13 8K4倍速スローモーションシステム
1 音声認識による書き起こし制作システム 14 8K120Hz映像符号化・復号装置
2 映像自動要約システム 15 8K撮像デバイスの高感度化技術
3 白黒映像の自動カラー化技術 16 電気光学ポリマーによる光フェーズドアレー
4 テキストビッグデータ解析技術 17 オブジェクトベース音響による次世代音声サービス
5 ロボット実況・自動解説放送 18 Sports 4D Motion
6 スポーツ情報の手話CG制作システム 19 8K番組素材の移動伝送技術
7 メディア統合プラットフォーム 20 IP制作のための8K伝送技術
8 テレビ×ネット×ライフを創る行動連携技術 21 21GHz帯衛星放送システム
9 テレビ視聴ロボット 22 地上放送高度化技術
10 シート型8K有機ELディスプレー 23 30万画素3次元映像システム
11 大気安定な逆構造有機ELデバイス 24 ソードトレーサー

■ 体験展示

1 8Kのある暮らし 4 MMT配信で自由視点を楽しもう！
2 22.2マルチチャンネル音響の家庭視聴スタイル 5 8Kディスプレーによる高精細VR
3 ホログラムでぴったりチャレンジ

エントランスの様子

将来の多様な視聴スタイル
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■ 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 2018において、8Kシア
ターによる8Kコンテンツ上映と3種類の8K家庭視聴スタイル
のデモを行ったほか、8K関連技術を中心とした最新の研究成果
を展示した。NAB Showには世界各国から約9万3千人の参加登
録があった。

　9月には欧州最大の放送機器展IBC2018において、88インチ
8K OLEDディスプレーと22.2ch音響システムによる8Kリビ
ングシアターを展示し、コンテンツ上映を行った。また、8K関
連技術を中心とした最新の研究成果も展示した。IBCには世界
各国から約5万6千人が来場した。

■ 海外展示　2件
イベント名	 日程	 展示項目
NAB Show 2018（アメリカ・ラスベガス） 4/9 ～ 4/12 8Kシアター、3種類の8K家庭視聴スタイルデモ、8K/240Hz単板式カメラ 
  による4倍スローモーションシステム、8K IP軽圧縮伝送装置、8Kディス 
  プレーによる高解像VR 、MMT配信技術によるマルチビューデモ 
IBC2018（オランダ・アムステルダム） 9/14 ～ 9/18 88インチ8K OLEDディスプレーと22.2ch音響による8Kリビングシアター、 
   8K/240Hz3板式カメラによる4倍スローモーションシステム、8K/120Hz 
  制作システム、ハイブリッドキャストコネクト、AIを活用した白黒映像の 
  自動カラー化技術

■ 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放送技術を紹介した。特に
2018年12月に開始した新4K8K衛星放送を周知するイベント

では、超高精細な8K映像と22.2マルチチャンネル音響による
将来の家庭視聴をイメージした「8Kリビングシアター」を展示
し、多くの方に臨場感あるコンテンツをご覧いただいた。

■ 国内展示　30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 飛び出すテレビほか
オホーツク未来フェス（北見放送局） 7/14 ～ 15 どーもくんどたばたレースほか
4K・8Kスーパーハイビジョンパーク 8/1 ～ 4 8Kリビングシアターほか
映像情報メディア学会 年次大会 8/29 ～ 31 8Kコンテンツ上映
Nスポ！ 2018 9/15 ～ 16 ソードトレーサー
佐賀さいこうフェス2018 10/20 ～ 21 どーもくんどたばたレースほか
映像情報メディア学会 特別展 10/27 ～ 12/15 8Kコンテンツ上映ほか
瀬戸市デジタルまつり2018 11/4 IP立体ほか
Inter BEE 2018 11/14 ～ 16 白黒映像のカラー化ほか
4K・8Kスーパーハイビジョンパーク 11/30 ～ 12/4 8Kリビングシアター
NHKサイエンススタジアム2018 12/1 ～ 2 IP立体ほか

■ 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、Advanced 
Materials、IEEE Transactions、IEEE Access、Scientific 
Reportsなどの海外学会誌に論文が採録された。

国内学会誌 47 件
海外学会誌 27 件
国内学会・研究会など 220 件
海外学会・国際会議など 195 件
一般雑誌などへの寄稿 48 件
部外への講師派遣 58 件

合計 595 件
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■ 報道発表
　当所の研究成果を中心に、9件の報道発表を行った。

年月日	 発表内容
2018/4/5 「技研公開2018」の開催について
2018/4/5 白黒映像の自動カラー化技術を開発
2018/5/22 3次元映像表示方式「アクティナビジョン」を開発
2018/5/22 8Kスーパーハイビジョン移動中継用FPUを開発
2018/5/22 放送規格に準拠した120Hzフルスペック8K映像符号化装置を開発
2018/5/22 8K高速度カメラとスロー再生装置の開発
2018/5/22 テレビとスマホやIoT機器の連携を容易に「ハイコネ®･ライブラリ（Hybridcast Connect Library）」を開発
2019/1/18 「第73回 技研公開」
2019/3/29 世界初の8K放送システム、将来のメディア技術をNAB SHOW 2019に出展

■ 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、インタ
ーネット活用技術、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、官公庁、メーカー、放送・映画、学術機関
の関係者など、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、海外からも多くの放送関係者が当所を訪れた。

視察、見学 55件（うち、海外　18件）
974人（うち、海外　145人）

取材 15件

■ 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、「スーパーハイビジョン撮像・音響技術」、

「放送通信連携サービス」、「スポーツ映像表現技術」などを特集
した。
　海外向けのBroadcast Technologyでは、「スーパーハイビジ
ョンFPUの開発」、「８Ｋディスプレーによる高精細ＶＲ」、「有
機ＥＬの動画質改善」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.157 ～ No.168
　NHK技研R&D（和文、隔月刊） No.169 ～ No.174
　研究年報（和文、年刊） 2017年度版

■海外向け刊行物
　Broadcast Technology（英文、季刊） No.72 ～ No.75　
　ANNUAL REPORT（英文、年刊） 2017年度版

■ 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、機関誌などを一般公開ホームページで紹介した。特に技
研公開2018のページでは、スマートフォンやタブレットでも
見やすいデザインとし、さらに各展示項目のページに関連した
機関誌などへのリンクを掲載することで、より詳しい情報にア
クセスできるようにした。

技研公開2018の展示項目のページ例

技研だより Broadcast TechnologyNHK技研R&D
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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、ゴルフのパット軌跡を計測・表示するシステ
ムや、スキージャンプで選手の動きをマルチモーション表示す
るシステムが活用された。また、12月から開始したBS8K放送
の番組制作では、フィギュアスケートで8K2倍速スローモーシ

ョンシステムが活用された。
　ほかにも、NHKスペシャルでは、AI技術により過去の白黒映
像をカラー化するシステムが活用された。2018年に実施した
番組協力は46件であった。

■ 特許
　CATVのUHDTVデジタル放送の新たなパテントプール＊の
設立（2018年7月ライセンス開始）に参画するとともに、2K・衛
星UHDTV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2018」、「CEATEC JAPAN 2018」、「テ
クニカルショウヨコハマ2019」、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。
＊パテントプール：多数の標準必須特許を合理的な条件で一括ライセンスする仕組み。

■ 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 300 1100
 実用新案 0 0
 意匠 2 2
海外出願 特許 12 84
合計  314 1186

■ 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 264 1997
 実用新案 0 0
 意匠 0 0
海外 特許 22 123
合計  286 2120

■ 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  25 300
許諾権数  49 493
　　（内訳）特許権  27 248
　　　　　ノウハウ  22 245

■ 技術協力 （NHK総数）

	 区分	 	件数（うち前年度からの継続）
技術協力   24（2）
受託研究   3（1）
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■ 受賞、学位取得
　2018年度は、前島密賞、電波功績賞など24件受賞した。2018
年度は、新たに2人が学位を取得した。2018年度末の学位保有

者は、84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

大竹剛 前島密賞 公益財団法人通信文化協会 安心・安全なパーソナルデータ利活用のためのプライバシ
ー保護システムの開発 2018/4/10

田中祥次　鈴木陽一　
橋本明記（技術局） 科学技術分野の文部科学大臣表彰 文部科学省 超高精細度テレビジョン衛星放送用伝送方式の開発 2018/4/17

市ヶ谷敦郎　岩村俊輔　根本慎平 日本ITU協会賞 一般社団法人　日本ITU協会

ITU-T SG16/WP3/Q.6とMPEGの共同作業班における
ITU-T勧告H.265、264のHDR拡張および補助文書策定へ
の貢献。HD/UHDのデジタルENGにおけるBT.1872改訂
への貢献

2018/5/17

久保田啓一 丹羽高柳賞 功績賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 ハイビジョン、並びにスーパーハイビジョンの研究開発、
実用化、及び国際展開への貢献 2018/5/30

濱住啓之 丹羽高柳賞 業績賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 OFDM方式デジタルラジオマイクの研究開発と実用化へ
の貢献 2018/5/30

森千晶　
西口敏行（NHKエンジニアリングシステム）
小野一穂

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 ３次元音響残響付加装置 2018/5/30

片野祐太郎 鈴木記念奨励賞 一般社団法人 映像情報メディア学会
ロールオフフィルターによるホログラムメモリーのSN比
改善ホログラムメモリーにおける畳み込みニューラルネ
ットワークの効率的な学習手法の一検討

2018/8/30

平野芳邦　本山靖　町田賢司　菊池宏　
田中克（NHKエンジニアリングシステム）

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 EOポリマーを用いた光フェーズドアレイの先駆的研究 2018/5/30

半田拓也 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 物体の形状と硬さを空間に提示するハプティックデバイ

スの開発 2018/5/30

4K・8K試験放送送出設備開発グループ 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 4K・8K試験放送システム開発 2018/5/30

鴨田浩和　村瀬健治　松﨑敬文　
伊藤史人　小山智史　津持純　
居相直彦　今村浩一郎　濱住啓之　
中川孝之（技術局）　鈴木慎一（技術局）　
熊谷崇（技術局）
小郷直人（名古屋放送局）
澁谷一彦（NHKエンジニアリングシステム）

電波功績賞 総務大臣表彰 一般社団法人電波産業会 4K・8K放送番組素材用FPUの開発 2018/6/27

佐々木翼 電気学会優秀論文発表賞 一般社団法人　電気学会 「無機・有機物ブレンド材料を用いた逆構造有機EL作製プ
ロセスの低温化技術」の講演 2018/9/6

小川一人 電子情報通信学会基礎・境界ソサエイティ
貢献賞（会議運営） 一般社団法人　電子情報通信学会 国際学会IWSEC2017運営に対する貢献 2018/9/12

三ッ峰秀樹 編集功労賞 一般社団法人 映像情報メディア学会 投稿論文編集への貢献 2018/9/20

サイモン クリピングデル FIT奨励賞 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

FIT2018での発表
「キネクトを用いた映像視聴時の弱表情の検出について」 2018/9/21

山岸史弥 ポスター賞　若手最優秀部門 一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

SC-FDE方式におけるミリ波帯
電力増幅器の歪を考慮したパイロット信号のブースト比
の検討

2018/9/28

山内結子　河合吉彦　望月貴裕　
後藤淳　佐藤庄衛　今井篤

ＡＢＵテクニカルレビュー誌　
ベストアーティクル賞 ＡＢＵ スマートプロダクションの研究 2018/10/1

青木秀一 国際標準化奨励者表彰
（産業技術環境局長表彰） 経済産業省 国際標準化活動への貢献 2018/10/2

杉本岳大 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 14496-3:2009/Amd. 6/2017の発行 2018/10/9

長坂正史　
中澤進（株式会社放送衛星システム）
小島政明
田中祥次（株式会社放送衛星システム）

APMC 2018 Prize 一般社団法人　電子情報通信学会 衛星放送用12/21GHz帯偏波共用受信アンテナの試作の
論文および講演 2018/11/9

林田哲哉 電気通信産業功労賞 一般社団法人　電気通信協会 - 2018/11/22
本田悠葵　後藤正英　渡部俊久　
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）
平本俊郎（東京大学）

第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ
優秀ポスター賞

応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

Three-Layer Stacked Au/SiO2 Hybrid Bonding with 6-
μm-pitch Au Electrodes for 3D Structured Image 
Sensors

2019/3/10

本田悠葵　後藤正英　渡部俊久　
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）
平本俊郎（東京大学）

第35回センサ・マイクロマシンと応用
システムシンポジウム
第10回集積化MEMSシンポジウム
優秀論文賞

応用物理学会
集積化MEMS技術研究会

SOIウェハの直接接合を用いた2層積層320×240画素並
列CMOSイメージセンサ 2019/3/10

杉本岳大　中山靖茂（技術局）
小森智康

電気通信普及財団賞
テレコムシステム技術賞 公共財団法人　電気通信普及財団 22.2ch Audio Encoding/Decoding Hardware System

Based on MPEG-4 AAC 2019/3/20


