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公開番号

発明考案の名称

技術概要

特開2016-122062

光偏向素子

制御精度の低下や色味の変化を生じさせずに，導波路の伝搬
方向から導波路の厚さ方向に回折させた光を伝搬方向に近づ
けるように，偏向角を制御することのできる光偏向素子。

特開2016-122398

主題語抽出装置，及びプログラム

単語間の関係をすべて記述した辞書が無くても，文書から主
題となる単語を抽出することのできる主題語抽出装置および
そのプログラム。

特開2016-122984

電子透かし埋め込み装置およびそのプログラム，
ならびに，電子透かし検出装置およびそのプログ
ラム

超高精細な映像に対して電子透かしを埋め込むことができる
電子透かし埋め込み装置，電子透かし検出装置およびそれら
のプログラム。

特開2016-123015

伝送支援システム，方法及びプログラム

送信装置の位置から信号を伝送可能な基地局を容易に提示す
ることができる伝送支援システム，方法およびそれらのプログ
ラム。

特開2016-123100

送信装置及び受信装置

伝送路応答を高い頻度で求めることにより，パイロット信号伝
送時の消費電力を低減させることができる送信装置および受
信装置。

特開2016-126043

音声レベル監視装置及びプログラム

番組の音声レベルを調整するために有用な補助指標を算出す
ることのできる音声レベル監視装置およびそのプログラム。

特開2016-126567

コンテンツ推薦装置，及びプログラム

元となる検索語に，その検索語と意味的な関連が深い他の表
記の語句を加えてコンテンツを検索するコンテンツ推薦装置お
よびそのプログラム。

特開2016-126939

多孔質非晶質セレン膜，撮像装置，多孔質非晶質
セレン膜の製造方法，撮像装置の製造方法

電子線が照射されても飛散しにくい多孔質非晶質セレン膜，
撮像装置，およびそれらの製造方法。

特開2016-130903

下位表現抽出装置およびプログラム

下位概念の表現を，精度良く大量に抽出することができる下
位表現抽出装置およびそのプログラム。

特開2016-131324

電気特性測定装置及び測定システム

放送・通信システムなどに用いられる増幅器の変調波伝送時
の電気特性を，無変調波による簡易な測定系統で評価するこ
とができる電気特性測定装置および測定システム。

特開2016-131374

デジタル放送送信装置およびデジタル放送受信装
置

アクセス制御プログラムを，データカルーセルによって配信す
ることが可能なデジタル放送送信装置およびデジタル放送受
信装置。

特開2016-133380

位相検出装置及び衛星中継器

小型・軽量で，一意に位相を検出することができる位相検出
装置および衛星中継器。

特開2016-134075

超解像装置及びプログラム

フレーム間の相関の低い領域や静止領域を含むフレームであっ
ても，高精細な超解像画像を生成することができる超解像装
置およびそのプログラム。

特開2016-134189

ホログラム装置

原光束の状態が変化した場合でも，原光束の状態の評価と校
正を適正に行い，情報の記録／再生性能を良好に維持するこ
とが可能なホログラム装置。

特開2016-134576

固体撮像素子およびその製造方法

CIGS膜の成膜に必要な温度が，固体撮像素子の配線材料等
の許容温 度以 上であっても，その許容温 度にかかわらず，
CIGS膜の成膜を必要十分な温度で行って，高品質のCIGS膜
を得ることができる固体撮像素子およびその製造方法。

特開2016-134577

固体撮像素子の製造方法

CIGS膜の成膜に必要な温度が，固体撮像素子の配線材料等
の許容温 度以 上であっても，その許容温 度にかかわらず，
CIGS膜の成膜を必要十分な温度で行って，高品質のCIGS膜
を得ることができる固体撮像素子の製造方法。

特開2016-134682

基準信号パターン及び基準信号発生装置

超高精細度テレビジョン方式を用いた映像システムにおいて，
映像機器がどの映像パラメーターを用いているかを視覚的に
確認することができる基準信号パターンおよびその発生装置。

特開2016-15754

パケット通信におけるパケット送信装置，通信端
末及びスロースタート制御方法

パケット通信においてスロースタート制御を行うことができる
パケット送信装置，通信端末およびスロースタート制御方法。

特開2016-134728

送信装置及び受信装置

デジタルデータの送信装置および受信装置。
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特開2016-134729

送信装置及び受信装置

デジタルデータの送信装置および受信装置。

特開2016-134744

衛星放送システム，受信機，送信機，受信方法
および送信方法

放送衛星の放射パターンを制御することによる受信エラーの発
生を低減することのできる衛星放送システム，受信機，送信機，
受信方法および送信方法。

特開2016-134872

送信装置及び受信装置

デジタル信号の送信装置および受信装置。

特開2016-134873

送信装置及び受信装置

デジタル信号の送信装置および受信装置。

特開2016-136123

周波数特性測定システム

伝送路の入力部と出力部とが空間的に離れている場合にも，
容易に周波数特性を測定することができる周波数特性測定シ
ステム。

特開2016-136329

情報処理装置及びプログラム

放送番組間の関連度を演算して，放送番組間にリンクを生成
することのできる情報処理装置およびそのプログラム。

特開2016-136676

受信装置，バッファ管理方法，及びプログラム

ストリーミング再生において，シーク動作を安定的に行うこと
ができる受信装置，バッファー管理方法およびそれらのプロ
グラム。

特開2016-139096

信号変換装置及びプログラム

色域変換の前後で無彩色を表す信号値が変化しない信号変換
装置およびそのプログラム。

特開2016-139229

個人プロファイル生成装置及びそのプログラム，
並びに，コンテンツ推薦装置

広範な個人の好みが反映された個人プロファイルを生成する
ことのできる個人プロファイル生成装置およびそのプログラ
ム，ならびにコンテンツ推薦装置。

特開2016-139850

アンテナ装置，受信装置，及び反射鏡アンテナ装
置

右旋および左旋円偏波の両方を送受信可能な構造を持つ平面
型のアンテナ装置，このアンテナ装置を備えた受信装置，お
よびこのアンテナ装置を給電素子とした反射鏡アンテナ装置。

特開2016-139872

送信装置およびその制御方法

送信機の出力の停止や分解能の劣化を起こすことなく，出力
負荷の反射電力から送信機を保護することのできる送信装置
およびその制御方法。

特開2016-139906

映像信号送信装置，映像信号受信装置，タイムコー
ド送信装置，タイムコード受信装置，タイムコー
ド送信方法及びタイムコード受信方法

スーパーハイビジョンを含む超高精細映像を伝送するための
所定のシリアルデジタルインターフェースを用いる際に，60Hz
を超える映像信号のフレーム周波数に対応したタイムコードを
伝送することのできる映像信号送信装置，映像信号受信装置，
タイムコード送信装置，タイムコード受信装置，タイムコード
送信方法およびタイムコード受信方法。

特開2016-142958

光変調素子および空間光変調器

画素に好適な大きさで電気的に駆動することができ，階調表
示が可能な光変調素子および空間光変調器。

特開2016-143902

受信装置，端末装置，及びプログラム

放送通信連携サービスにおいて，ユーザーが複数のアプリケー
ションを操作することのできる受信装置，端末装置およびそ
れらのプログラム。

特開2016-143912

フレーム補間装置及びプログラム

オプティカルフローを利用しないで，品質の高い補間フレーム
を生成することのできるフレーム補間装置およびそのプログラ
ム。

特開2016-143942

送信装置，受信装置，パリティパケット生成方法
及びデータ回復方法

送信信号の伝送速度の変動を従来手法と同等とし，伝送路に
おけるパケットの消失特性がランダム消失の場合は従来手法
と同等の残留消失データパケットの割合を保ち，バースト消失
の場合は残留消失データパケットの割合を小さくすることがで
きる送信装置，受信装置，パリティーパケット生成方法およ
びデータ回復方法。

特開2016-144192

盛り上がり通知システム

番組の盛り上がりを高精度に検知し，効率的にユーザーへ通
知することができる盛り上がり通知システム。

特開2016-146075

映像評価装置およびそのプログラム

映像コンテンツを視聴した推定対象被験者の主観評価を推定
することのできる映像評価装置およびそのプログラム。

特開2016-146586

同期制御システム，方法及びプログラム

複数装置間で放送系コンテンツと通信系コンテンツとを同期し
て提示することのできる同期制御システム，方法およびそれら
のプログラム。
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特開2016-146589

アンテナ装置

パラボラ鏡面の組み付けが容易なアンテナ装置。

特開2016-146590

偏分波器，及び，コネクタ装置

ケーブルやコネクターの劣化，破損を抑制することのできる偏
分波器およびコネクター装置。

特開2016-149624

配信システム，配信方法及び配信プログラム

複数の配信方法で提供されるコンテンツを，受信装置が現在
の状況に適した方法で容易に取得することができる配信シス
テム，配信方法およびそれらのプログラム。

特開2016-149625

配信システム，配信方法及び配信プログラム

配信されるコンテンツを，適切な受信装置で取得および提示
することができる配信システム，配信方法およびそれらのプロ
グラム。

特開2016-149626

配信方法最適化装置，配信システム，配信方法及
び配信プログラム

配信される複数のコンテンツに対して，効率の良い配信方法
を割り当てることができる配信方法最適化装置，配信システ
ム，配信方法およびそれらのプログラム。

特開2016-149766

音声信号の特性調整装置，音声信号の特性調整
プログラム，及び，音声信号の特性調整方法

音声信号のアップコンバートを容易に行えるようにする，音声
信号の特性調整装置，特性調整プログラムおよび特性調整方
法。

特開2016-149767

音声信号の特性調整装置，音声信号の特性調整
プログラム，及び，音声信号の特性調整方法

音声信号のアップコンバートを容易に行えるようにする，音声
信号の特性調整装置，特性調整プログラムおよび特性調整方
法。

特開2016-151709

音声合成装置及び音声合成プログラム

安定的に少ない処理時間で，テキストデータから自然で肉声
感のある音声を合成することのできる音声合成装置およびその
プログラム。

特開2016-152588

送信装置，受信装置，伝送システム及び伝送方法

中継伝送におけるデータの再送による遅延を短縮することの
できる送信装置，受信装置，伝送システムおよび伝送方法。

WO2014/038597

映像信号送信装置，映像信号受信装置，及びプ
ログラム

所定速度のリンク信号を生成することのできる映像信号送信
装置，映像信号受信装置およびそれらのプログラム。
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