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NHK保有の特許権・実用新案権・意匠権（2014年度取得）技術

登 録 番 号 発　明　等　の　名　称 登録日

<特許権>
特05495363 エレクトレットコンデンサの製造方法及びその製造装置 14. 3.14
特05495976 OFDM信号受信装置 3.14
特05498846 時空間ビタビ復号器 3.14
特05498877 偏波MIMO伝送システムにおける送信装置及び受信装置 3.14
特05498878 偏波MIMO伝送システムにおける送信装置及び受信装置 3.14
特05498970 画像縮小装置，画像拡大装置，及びこれらのプログラム 3.14
特05498972 符号化装置，復号装置及びプログラム 3.14
特05500580 化合物および組成物，有機電界発光素子 3.20
特05501884 色ずれ補正装置 3.20
特05503105 ビューファインダ用の陰極線管 3.20
特05503387 光導電素子及び撮像デバイス 3.20
特05503484 音声合成装置および音声合成プログラム 3.20
特05503491 画像処理装置および画像処理プログラム 3.20
特05503507 文字領域検出装置およびそのプログラム 3.20
特05503510 姿勢推定装置および姿勢推定プログラム 3.20
特05503573 撮像装置および画像処理情報生成プログラム 3.20
特05503699 送信装置 3.20
特05503892 地上デジタルテレビジョン放送における緊急情報の送信装置及び受信装置 3.20
特05504065 撮像装置 3.20
特05508756 地上デジタルテレビジョン放送における緊急情報を受信する受信装置 3.28
特05508813 地上デジタルテレビジョン放送における緊急情報の送信装置及び受信装置，並びに伝送システム 3.28
特05508889 薄膜蛍光体，ディスプレイ，ブラウン管および薄膜蛍光体の製造方法 3.28
特05509044 多視点ロボットカメラシステム，多視点ロボットカメラ制御装置及びプログラム 3.28
特05509048 イントラ予測装置，符号化器，復号器，及びプログラム 3.28
特05509106 テクスチャ解析装置，イントラ予測モード判定装置及びイントラ予測装置，並びにこれらのプログラ

ム
3.28

特05509128 画像輝度自動補正装置およびそれを備えた高速度撮影装置 3.28
特05511628 フレームレート変換装置及びプログラム 4. 4
特05512502 符号化装置，復号装置及びプログラム 4. 4
特05513973 仮想力覚提示装置及び仮想力覚提示プログラム 4. 4
特05513974 仮想力覚提示装置及び仮想力覚提示プログラム 4. 4
特05514050 伝達関数調整装置，伝達関数調整プログラムおよび伝達関数調整方法 4. 4
特05514130 テクスチャ解析装置，イントラ予測モード判定装置及びイントラ予測装置，並びにこれらのプログラ

ム
4. 4

特05514132 画像縮小装置，画像拡大装置，及びこれらのプログラム 4. 4
特05517194 ノンリニア編集装置 4.11
特05518621 音声合成装置およびコンピュータプログラム 4.11
特05520139 送信装置，受信装置及びプログラム 4.11
特05520198 画像切出装置及びプログラム 4.11
特05520588 デジタルデータの送信装置及び受信装置 4.11
特05520687 動き推定装置及びプログラム 4.11
特05520858 増幅器特性推定装置，補償器，及び送信装置 4.11
特05522736 画像超解像装置およびそのプログラム 4.18
特05522789 リンク機能付動画再生装置およびリンク機能付動画再生プログラム 4.18
特05522790 テンプレート画像生成装置およびテンプレート画像生成プログラム 4.18
特05522794 立体像生成装置およびそのプログラム 4.18
特05522799 視線位置推定システム及び視線位置推定プログラム 4.18
特05522801 受信端末およびその制御プログラム 4.18
特05524545 フレキシブルディスクシステムおよびフレキシブルディスクの製造方法 4.18
特05525327 画素周辺記録型撮像素子および撮像装置 4.18
特05525341 二重変調型表示装置およびその駆動プログラム 4.18
特05528158 色ずれ補正装置 4.25
特05528252 タイムコード付与装置及びプログラム 4.25
特05528376 文書平易化装置およびプログラム 4.25
特05528399 電子透かし埋め込み方法，電子透かし検出方法及び装置並びにプログラム 4.25
特05529410 撮像装置及び撮像方法 4.25
特05530785 撮像装置 4.25
特05534702 有機縦型トランジスタ 5. 9
特05535030 デジタルデータ送信装置，受信装置及びプログラム 5. 9
特05535464 TS信号遅延検出調整方法及び装置 5. 9
特05537285 要約映像生成装置及び要約映像生成プログラム 5. 9
特05537377 サービス提供システム 5. 9
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特05537390 映像信号処理装置及びカメラ装置 5. 9
特05537444 復号装置及びそのプログラム 5. 9
特05538060 映像信号処理装置及び映像信号処理プログラム 5. 9
特05538093 画像表示装置および画像表示方法 5. 9
特05538137 デジタル信号の送信装置 5. 9
特05542075 認証サーバ，認証プログラムおよび認証システム 5.16
特05542580 送信装置及び受信装置 5.16
特05542636 イントラ予測装置，符号化器，復号器，及びプログラム 5.16
特05543839 データ放送システムおよび放送受信端末 5.16
特05544395 受信機 5.16
特05546959 素材収録システム 5.23
特05548508 画像分類装置及びプログラム 5.23
特05548726 受信機 5.23
特05550121 画像信号生成装置，画像信号生成方法およびプログラム 5.30
特05550596 受信装置 5.30
特05551914 エレクトレット及びその製造方法並びにエレクトレットを備える静電誘導型変換素子 5.30
特05554956 ディスク駆動装置 6. 6
特05555558 送信アンテナ装置，送信装置，及び偏波MIMO伝送システム 6. 6
特05557707 暗号化情報生成装置及びそのプログラム，秘密鍵生成装置及びそのプログラム，配信用コンテンツ生

成装置及びそのプログラム，コンテンツ復号装置及びそのプログラム，並びに，ユーザ特定装置及び
そのプログラム

6.13

特05557756 電子透かし埋め込み装置，電子透かし埋め込みプログラム，電子透かし検出装置および電子透かし検
出プログラム

6.13

特05559977 連携受信システム及びプログラム 6.13
特05560103 番組推薦装置及び番組推薦プログラム 6.13
特05560154 モデルパラメータ推定装置およびそのプログラム 6.13
特05563865 平面型撮像素子 6.20
特05564316 最明色演算装置及びプログラム 6.20
特05564321 地上デジタルテレビジョン放送の受信機 6.20
特05564363 偏波MIMO－OFDM伝送方式の送信装置及び受信装置 6.20
特05567969 光変調素子およびこれを用いた空間光変調器 6.27
特05567970 光変調素子およびこれを用いた空間光変調器 6.27
特05567997 音響信号比較装置およびそのプログラム 6.27
特05570448 画像領域分割装置及びプログラム 7. 4
特05570456 OFDM信号受信装置および中継装置 7. 4
特05572108 撮像素子の製造方法，及び，撮像素子 7. 4
特05572120 構図データ生成装置及び構図データ生成プログラム 7. 4
特05572598 送信装置および受信装置 7. 4
特05576809 鍵管理装置，署名鍵更新用部分鍵生成装置，署名鍵発行装置，アプリケーションサーバおよび受信端

末，ならびに，それらの制御プログラム
7.11

特05576814 半導体デバイス及びその製造方法 7.11
特05577228 概念処理装置及びプログラム 7.11
特05578926 デジタルデータ送信装置，受信装置，送信方法，受信方法及びプログラム 7.18
特05581171 光変調素子およびこれを用いた空間光変調器 7.18
特05582720 地上デジタルテレビジョン放送における緊急情報を受信する受信装置 7.25
特05583898 照明用光源装置を備えた照明装置 7.25
特05584448 光導電素子及びこれを用いた撮像デバイス，並びに導電膜付き基板の製造方法 7.25
特05584729 放送通信連携受信装置 7.25
特05584730 放送通信連携受信装置 7.25
特05586511 同期制御装置及びプログラム 8. 1
特05586657 受信機 8. 1
特05586658 受信機 8. 1
特05586770 受信機 8. 1
特05588233 雑音抑圧装置およびプログラム 8. 1
特05588376 端末装置，端末装置用プログラム及びコンテンツ配信システム 8. 1
特05588381 直交変換処理装置，方法及びプログラム 8. 1
特05593192 放送サービスの送信装置，受信装置及びそのプログラム 8. 8
特05593193 放送サービスの送信装置，受信装置及びそのプログラム 8. 8
特05593244 話速変換倍率決定装置，話速変換装置，プログラム，及び記録媒体 8. 8
特05599238 OFDM信号合成用受信装置 8.22
特05600279 映像コンテンツ制作装置及び映像コンテンツ制作プログラム 8.22
特05600557 コンテンツ紹介映像作成装置およびそのプログラム 8.22
特05600573 負荷分散装置及びプログラム 8.22
特05604176 認証連携装置およびそのプログラム，機器認証装置およびそのプログラム，ならびに，認証連携シス

テム
8.29

特05604256 人物動作検出装置およびそのプログラム 8.29
特05604365 多チャンネルスピーカ装置 8.29
特05607473 視度補正装置 9. 5
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特05608007 表面硬さ計測装置，触力覚提示装置，表面硬さ計測プログラム，及び触力覚提示プログラム 9. 5
特05608570 関連コンテンツ検索装置及びプログラム 9. 5
特05610840 ディスク搬送機構及び薄型ディスク駆動システム 9.12
特05615749 送信装置及び受信装置 9.19
特05616801 利用者端末および配信トポロジ組替プログラム 9.19
特05616831 受信端末およびその制御プログラム 9.19
特05620776 話速調整装置，音声合成システム，およびプログラム 9.26
特05622475 放送サービスの送信装置，受信装置及びそのプログラム 10. 3
特05624433 非圧縮データ送信装置及び受信装置 10. 3
特05624527 シングルキャリア受信装置 10. 3
特05624701 間引きフィルタおよび間引きプログラム 10. 3
特05624702 画像特徴量算出装置および画像特徴量算出プログラム 10. 3
特05625928 テレビ番組出演用イヤホン 10.10
特05629397 限定受信装置 10.10
特05632710 送信装置，受信装置及び伝送システム 10.17
特05632711 送信装置，受信装置及び伝送システム 10.17
特05632792 参加型コンテンツ管理装置，視聴端末，参加型コンテンツ管理プログラム，及び視聴プログラム 10.17
特05635303 ディスク積層体及びディスクカートリッジ 10.24
特05635877 撮像デバイス 10.24
特05637930 興味区間検出装置，視聴者興味情報提示装置，および興味区間検出プログラム 10.31
特05637954 推薦番組提示装置およびそのプログラム 10.31
特05639440 CGキャラクタ制作装置及びCGキャラクタ制作プログラム 10.31
特05639462 無線送受信装置および方法 10.31
特05642497 デジタルデータ送信装置，受信装置及びプログラム 11. 7
特05647084 面法線計測装置，面法線計測システム及び面法線計測プログラム 11.14
特05647871 OFDM信号再送信装置 11.14
特05649539 動画像符号化装置及びそのプログラム 11.21
特05649540 動画像符号化装置及びそのプログラム 11.21
特05651560 動きベクトル予測装置，符号化装置，復号装置，及びこれらのプログラム 11.21
特05653837 OFDM信号受信装置 11.28
特05654956 視差画像生成装置および視差画像生成プログラム 11.28
特05654962 視線位置推定装置及び視線位置推定プログラム 11.28
特05656750 シングルキャリア受信装置 12. 5
特05656768 画像特徴量抽出装置およびそのプログラム 12. 5
特05658483 臨場感推定装置およびそのプログラム 12. 5
特05658506 音響信号変換装置及び音響信号変換プログラム 12. 5
特05658588 聴覚臨場感評価装置及び聴覚臨場感評価プログラム 12. 5
特05658637 周波数誤差検出装置及びプログラム 12. 5
特05662887 符号化装置，復号装置及びプログラム 12.12
特05662892 マルチキャリヤ変調信号受信装置 12.12
特05662907 IP立体ディスプレイ 12.12
特05663407 放送サービスの送信装置 12.12
特05667417 光変調素子および空間光変調器 12.19
特05667527 プラグ 12.19
特05674590 送出装置，コンテンツ提供システム及びプログラム 15.1. 9
特05674596 画像符号化装置，画像復号装置，及びこれらのプログラム 1. 9
特05676234 適応光学を用いた撮像装置及び制御方法 1. 9
特05676906 色補正装置 1. 9
特05676946 デジタル放送送信装置およびデジタル放送受信装置 1. 9
特05677052 放送コンテンツサービスの送信装置，受信装置，及びそのプログラム 1. 9
特05677137 韻律変換装置およびプログラム 1. 9
特05677176 直視型表示装置 1. 9
特05677229 映像字幕検出装置およびそのプログラム 1. 9
特05677234 エッジ検出装置およびそのプログラム 1. 9
特05677691 映像信号伝送システム 1. 9
特05679451 音声処理装置およびそのプログラム 1.16
特05679690 スピン注入磁化反転素子ならびにこれを用いた磁気ランダムアクセスメモリおよび空間光変調器 1.16
特05680391 音響符号化装置及びプログラム 1.16
特05683307 間引きフィルタ及びプログラム 1.23
特05690076 撮像レンズユニット機器 2. 6
特05690163 画像縮小装置，画像拡大装置，画像縮小プログラム，及び画像拡大プログラム 2. 6
特05690228 裏面照射型固体撮像素子及びそれを備えた撮像装置 2. 6
特05690246 リスニングエリア表示装置及びそのプログラム 2. 6
特05693383 多重ホログラム記録／再生装置およびその方法 2.13
特05695971 端末連携システム及び受信機 2.13
特05698425 復号装置 2.20
特05698629 画像処理装置，フィルタ処理方法及びプログラム 2.20
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特05698635 標本点算出装置および標本点算出プログラム 2.20
特05701155 OFDM波測定装置 2.27
特05702663 顔画像認識装置及び顔画像認識プログラム 2.27
特05702682 管理装置，素材処理装置，完成ファイル生成装置，素材蓄積装置及びそのプログラム，並びに，並列

処理システム
2.27

特05703120 テレビジョン視聴支援装置 2.27
特05706194 シングルキャリア受信装置および受信方法 3. 6
特05706740 画像修正装置およびそのプログラム 3. 6


