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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 12 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、土曜ドラマで人気を博した「少年寅次郎スペシャル」を特集ドラ
マ（前後編）として、また、企画・宮崎駿、監督・宮崎吾朗のアニメ「アーヤと魔女」
などを編成。Ｅテレでは、50 年前沖縄基地の町で起きた「コザ暴動」の背景を新証言
を交えて描くドキュメントや、バーチャル空間で引きこもり当事者たちが語り合うハ
ートネットTV「ひきこもりVR①②」を編成。ＢＳ１では、ＮＨＫスペシャルで夏に
放送した「アウシュビッツ死者のたちの告白」の拡大版、阪神タイガースの切り札と
して活躍した藤川選手の人生を「千鳥のスポーツ立志伝」で放送。ＢＳプレミアムでは、
実話をもとに描く棋士の特集ドラマ「うつ病九段」、最新の調査から浮かび上がった
新事実を明らかにする「決戦！関ケ原〜スクープ！！空から完全解明　史上最大の合
戦〜」を放送。ＢＳ４Ｋでは、名作ドラマ「たけしくんハイ！」を４Ｋでデジタルリ
マスターして放送。ＢＳ８Ｋでは、クラシック音楽の作曲家、演奏家を志す若者たち
の“登竜門”「日本音楽コンクール」、ラジオ第１では、今年 10 月に亡くなった作曲家、
筒美京平さんの名曲の数々を振り返る特集番組をお送りする。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・特集ドラマ「少年寅次郎スペシャル」（前後編）… 4 日、11 日（金）
・さし旅… 8 日（火）
・みんなで筋肉体操　生放送フェス… 12 日（土）
・真の王者は誰だ！？〜民謡日本一決定戦… 13 日（日）
・超絶神業マジック・バトル　冬の陣… 15 日（火）
・ガンバレ！引っ越し人生２０２０冬… 16 日（水）
・ヒラメキ！地域発… 17 日（木）
・地域発！おやくだち図鑑… 18 日（金）
・フェイク・バスターズ… 18 日（金）
・明石家紅白… 19 日（土）
・おやすみ日本　眠いいね！… 20 日（日）
・民謡魂　ふるさとの唄… 20 日（日）
・ファミリーヒストリー… 21 日（月）
・ガンダムはこうして動いた〜技術者たちの挑戦〜… 21 日（月）
・サラメシ年末スペシャル… 22 日（火）
・ＬＩＦＥ！〜人生を捧げるコント〜… 22 日（火）
・ドキュメンタリー　２０２０挑戦… 22 日（火）、28 日（月）
・タイムリミット… 23 日（水）
・スクール八笑士… 23 日（水）
・ダイゴ味… 23 日（水）
・子犬が家にやってきた！〜パピーラブラブドキュメント〜… 24 日（木）
・“イマジン”は生きている　ジョンとヨーコからのメッセージ… 24 日（木）
・チコちゃんに叱られる！ＳＰ… 25 日（金）
・天然素材… 25 日（金）
・不可避研究中　ＳＰ… 25 日（金）
・高専ロボコン２０２０… 26 日（土）
・有吉のお金発見　突撃！カネオくんＳＰ… 26 日（土）
・ＮＨＫだめ自慢… 26 日（土）
・よなよなラボ… 27 日（日）
・特集　小さな旅２０２０　彩りの四季… 27 日（日）
・中村哲の声がきこえる〜 1,000 時間映像に映った若者たち〜… 27 日（日）
・みんなでエール　コロナでも“上を向いて歩こう”… 28 日（月）
・年の瀬 50 ボイス… 28 日（月）
・特集ドラマ「岸辺露伴」（1）、（2）、（3）… 28 日（月）、29 日（火）、30 日（水）
・ＡＢＵソングフェスティバル… 28 日（月）
・耳をすませば… 29 日（火）〜 31 日（木）
・鶴瓶のバスで乾杯… 29 日（火）
・時論公論クエスチョンタイムＳＰ… 29 日（火）
・極上のはなし　演芸図鑑ＳＰ… 29 日（火）
・7年ごとの成長記録… 29 日（火）
・２０２０年大相撲この一年… 30 日（水）
・アーヤと魔女… 30 日（水）
・皇室この１年… 31 日（木）
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・土スタ　大みそかスペシャル２０２０… 31 日（木）
・第 71 回ＮＨＫ紅白歌合戦… 31 日（木）
・ゆく年くる年… 31 日（木）
・今夜も生でさだまさし… １月１日（金）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「子連れ信兵衛 2」（4）、（5）、（6）、（7）
… 5 日、12 日、19 日、26 日（土）
・よるドラ「閻魔堂沙羅の推理奇譚」（6）、（7）、（8）… 5 日、12 日、19 日（土）
・土曜ドラマ「ノースライト」前編、後編… 12 日、19 日（土）
・アニメ「進撃の巨人」（1）〈新〉、（2）、（3）、（4）… 7 日、14 日、21 日、28 日（月）

（スポーツ番組）
・日本水泳選手権… 3 日（木）〜 6日（日）
・Jリーグ
　　第 31 節… 5 日（土）
　　第 32 節… 12 日（土）
　　最終節… 19 日（土）
・関東大学ラグビー… 6 日（日）
・全日本相撲選手権… 6 日（日）
・全日本体操選手権… 13 日（日）
・全国高校駅伝
　　男子、女子… 20 日（日）
・全日本男子柔道… 26 日（土）
・天皇杯サッカー　準決勝… 27 日（日）
・競馬有馬記念… 27 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（定時番組）
・ＥＴＶ特集
　　「ひきこもり文学〜葛藤と前進の記録〜」… 5 日（土）
　　「ただ　ふつうに生きたい〜ナイジェリア人女性　30 年の願い〜」… 12 日（土）
　　「沖縄が燃えた夜　〜“コザ暴動”50 年〜」… 19 日（土）
・先人たちの底力　知恵泉「江戸の理系男子（前・後）」… 1 日、8日（火）
・ウワサの保護者会「どう応援すべき？子どもの“将来の夢”」… 5 日（土）
・ハートネットTV「ひきこもりＶＲ①②」… 8 日（火）、9日（水）
・浦沢直樹の漫勉 neo「惣領冬実」… 10 日（木）
・ららら♪クラシック「発表！みんなで選ぶベートーベン・ベスト 10」… 11 日（金）
・グレーテルのかまど「チェコのクリスマスを飾る　ベルニーク」… 14 日（月）
・沼にハマってきいてみた　年末スペシャル… 21 日（月）
・ドキュランドへようこそ「知られざるイギリス王室　−愛馬と歩んだ歴史−」
… 25 日（金）
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（特集番組）
・全日本男子ホッケー　決勝… 6 日（日）
・日本ハンドボール選手権　男子決勝… 6 日（日）
・第 89 回　日本音楽コンクール　ドキュメント… 13 日（日）
・全日本空手道選手権… 13 日（日）
・すくすくアイデア大賞２０２０… 19 日（土）
・全日本総合バスケ女子決勝… 20 日（日）
・バリューの真実①②… 13 日、20 日（日）
・おはなしのくにスペシャル… 23 日（水）
・連食テレビエッセイ「きみと食べたい」… 24 日（木）
・美輪明宏　愛のモヤモヤ相談室… 25 日（金）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「レジェンドの目撃者〜最強のクローザー　佐々木主浩〜」… 5 日（土）
　　「沖縄“出口なき”戦場〜最後の１か月で何が〜」… 6 日（日）
　　「熱闘　ロードレース！日本代表へのメダル 2」… 11 日（金）
　　「よみがえる首里城〜沖縄　こころの物語〜」… 13 日（日）
　　「速く・美しく〜東京２０２０の新星　競泳・ドレセル〜」… 17 日（木）
　　「レジェンドの目撃者〜盗塁王　福本豊〜」… 18 日（金）
　　シリーズコロナ危機「リモートワークが変える　新しい経済」… 19 日（土）
　　「ＷＲＣ世界ラリー選手権　後半戦ハイライト」… 25 日（金）
　　「レジェンドの目撃者〜ホームランアーチスト　田淵幸一〜」… 26 日（土）
　　「アウシュビッツ　死者たちの告白」… 27 日（日）
　　「良心を束ねて河となす〜医師・中村哲 73 年の軌跡〜」… 28 日（月）
　　「ワタシたちはガイジンじゃない！
　　　〜イッセー尾形×宮藤官九郎で描く日系ブラジル人の 30 年〜」… 29 日（火）
・真央が行く！「横浜編〜パラ卓球＆ボッチャ〜」… 12 日（土）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「あきらめない男　ボクシング　高山勝成」… 14 日（月）
　　「18 年目のリスタート　サッカー中村憲剛」… 21 日（月）
・千鳥のスポーツ立志伝
　　「“頼まれて断れなかった”野球人生〜プロ野球・藤川球児投手〜」… 23 日（水）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「チャリダー★教習所〜楽しく学ぼう安全走行！〜」… 5 日（土）
・球辞苑
　　「ど真ん中」… 5 日（土）
　　「スタンス」… 12 日（土）
　　「エラー」… 19 日（土）
　　「２０２０改訂版」… 26 日（土）
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・ランスマ倶楽部
　　「意外と知ラン！？ランナーお役立ち情報〜インソールで速くなる！〜」…6 日（日）
　　「レジェンド・瀬古俊彦が最新ランニンググッズを体験！」… 13 日（日）
　　「MYたまランコース　スペシャル」… 20 日（日）
・COOL……JAPAN
　　「おでん」… 6 日（日）
　　「道」… 27 日（日）

（スポーツ番組）
・Ｂリーグ２０２０−２１… 2 日、9日（水）、26 日（土）
・第 91 回　都市対抗野球　決勝… 3 日（木）
・競馬２０２０　第 21 回チャンピオンズカップ… 6 日（日）
・第 88 回全日本アイスホッケー選手権… 12 日（土）、13 日（日）
・全日本バレーボール選手権（女子決勝・男子決勝）… 20 日（日）
・天皇杯 JFA第 100 回全日本サッカー選手権大会… 13 日、20 日（日）、23 日（水）
・全日本総合バドミントン… 24 日（木）、25 日（金）、26 日（土）、27 日（日）
・KEIRIN グランプリ２０２０… 30 日（水）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・特集ドラマ「うつ病九段」… 20 日（日）
・高倉健ドラマ「チロルの挽歌」… 26 日（土）
・高倉健ドラマ「刑事」… 27 日（日）
・連続テレビ小説「エール」総集編
　　前編、後編… 29 日（火）、30 日（水）

（特集番組）
・ＡＴＰ賞　授賞式２０２０… 1 日（火）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「一乗谷城」… 4 日（金）
・レギュラー番組への道
　　「まいにち　養老先生、ときどき…まる〜秋編〜、〜冬編〜」… 4 日、11 日（金）
・グレートトラバース３　〜日本三百名山全山人力踏破〜
　　「晩夏！東北　悲願の絶景へ！」… 5 日（土）
・発表！全美少女戦士セーラームーン　アニメ大投票… 5 日（土）
・乃木坂 46 のガクたび！②、③、④… 6 日、13 日、20 日（日）
・中井精也のてつたび！「秋の訪れ　富士の絶景」… 11 日（金）
・ホットスポット最後の楽園スペシャル
　　「天と地の両極世界　〜エチオピア〜」… 12 日（土）
・映像の世紀プレミアム　（18）「ナチス　狂気の集団」… 12 日（土）
・ごろごろパンダ日記〜タンタンと飼育員の日々〜… 12 日（土）
・生中継！ガンダム動く… 18 日（金）
・“いけず”な京都旅「異界伝説」… 18 日（金）
・体感！グレートネイチャーＳＰ　大河・アマゾン　誕生の秘密… 19 日（土）
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・怪獣ヒロイン〜ゴジラとヒロイン〜… 19 日（土）
・世界初撮影！ヴァチカン　秘密の宮殿… 19 日（土）
・ザ・穴場ツアー　CATVネットワーク　「岩手」… 22 日（火）
・新日本風土記スペシャル「東京紅白歌合戦」… 25 日（金）
・アメリカン・ミュージック・アワード　２０２０… 25 日（金）
・決戦！関ケ原・決戦〜スクープ！！空から完全解明　史上最大の合戦〜… 26 日（土）
・ワンパコ＆どーもDEおとうさんといっしょ〜あつまれ！ハナビの森〜… 27 日（日）
・The……Covers……Fes ２０２０… 27 日（日）
・ハリウッド華麗なる物件案内… 28 日（月）
・三船敏郎　生誕 100 年　三船敏郎　〜その男、俳優につき〜… 29 日（火）
・100 年インタビュー　北島三郎… 30 日（水）
・幻解！超常ファイルスペシャル　File-28　最新超常映像２０２０！… 30 日（水）
・シンフォニック特撮ヒーローズ
　　〜シン・ゴジラからアベンジャーズまで！日米ヒーロー決戦… 30 日（水）
・年越し映画マラソン… 31 日（木）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・４Ｋシアター「スター・トレック　ＢＥＹＯＮＤ」… 5 日（土）
・特集ドラマ「少年寅次郎」前編、後編… 4 日、11 日（金）【総合テレビ同時】
・躍動する大自然　奇跡の絶景ストーリー… 6 日、13 日、20 日、27 日（日）
・土曜ドラマ「ノースライト」前編、後編… 12 日、19 日（土）【総合テレビ同時】
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「一乗谷城」… 13 日（日）
・“いけず”な京都旅　異界伝説… 18 日（金）【ＢＳプレミアム同時】
・新日本風土記スペシャル「東京紅白歌合戦」… 25 日（金）【ＢＳプレミアム同時】
・The……Covers……Fes ２０２０… 27 日（日）【ＢＳプレミアム同時】
・特集ドラマ「岸辺露伴」（1）〜（3）… 28 日（月）〜 30 日（水）【総合テレビ同時】
・たけしくんハイ！４Ｋレストア（1）〜（15）… 29 日（火）〜 31 日（木）
・プレミアムドラマ「すぐ死ぬんだから」（1）〜（5）… 30 日（水）〜 1月 3日（日）
・第 71 回ＮＨＫ紅白歌合戦… 31 日（木）【ＢＳ８Ｋ同時】
・ＢＳ新春時代劇　大岡越前… 1 月 1 日（金）【ＢＳプレミアム同時】
・正月時代劇　ライジング若冲… 1 月 2 日（土）【総合テレビ同時】

（スポーツ番組）
・天皇杯サッカー　準決勝… 27 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・８K版「ウエスト・サイド物語」… 6 日（日）
・宝塚スペシャルシート（2020 年 1 月雪組公演）
　　ワンス　アポン　ア　タイム　イン　アメリカ　第 1幕、第 2幕… 6 日（日）
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・宝塚スペシャルシート（2020 年 2 月星組公演）
　　眩耀の谷〜舞い降りた新星〜　Ray −星の光線−… 13 日（日）
・第 89 回　日本音楽コンクール… 14 日（月）〜 18 日（金）
・ベートーベン生誕 250 年記念　N響「第 9」演奏会… 23 日（水）
・第 71 回 NHK紅白歌合戦… 31 日（木）【ＢＳ４K同時】

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・ニュースで読み解く２０２０… 25 日（金）
・冬休み子ども科学電話相談… 26 日（土）〜 29 日（火）
・私のプレイリスト「筒美京平」
　　〜プレイリストにっぽんの歌こころの歌　番外編〜… 28 日（月）
・ハッキヨイ！もっと大相撲２０２０〜激動の 1年を振り返る〜… 28 日（月）
・２０２０「引きこもり」を考える… 28 日（月）
・みうらじゅんのファンブック　第 3回〜円谷英二〜… 29 日（火）
・アニソンクリエイター’s　BAR２０２０… 30 日（水）
・専門家が大激論！新型コロナ２０２１年はどうなる？… 30 日（水）
・年忘れ！古家正亨とジェジュンのＰＯＰ★A… 30 日（水）
・ＤＪ壇蜜のＳＭ　VOL.…10… 30 日（水）
・クイズで楽しむアスリートサウンド… 31 日（木）
・どうしたの？木曜相談室 SP… 31 日（木）
・教授の大みそか〜蓄音機＆ＳＰレコード特集〜　第 14 弾… 31 日（木）
・やっぱり紅白！やろうぜ紅白！… 31 日（木）
・第 71 回ＮＨＫ紅白歌合戦… 31 日（木）

［定時番組］
・ＮＨＫジャーナル　年末スペシャル… 28 日（月）

［スポーツ番組］
・全国高校駅伝　男子・女子… 20 日（日）
・天皇杯　全日本サッカー選手権　準決勝… 27 日（日）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・ミケランジェリ変奏曲… 7 日（月）〜 10 日（木）
・ベートーベン２５０〜希望への賛歌〜… 14 日（月）〜 18 日（金）
・後藤正文のCROSS……THE……GENERATION… 19 日（土）
・Ｎ響第 9演奏会… 23 日（水）
・アニソン・アカデミー冬休みスペシャル… 26 日（土）
・中嶋朋子が贈るクリスマス朗読カルテット… 26 日（土）
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・いま届けたい　心のうた〜第 49 回ＮＨＫ東京児童合唱団定期演奏会から〜
… 28 日（月）
・クラシックリクエスト… 28 日（月）
・まろのＳＰ日記第 24 集　〜港の見える街・北九州市編〜… 28 日（月）
・〜真の王者は誰だ！〜民謡日本一決定戦２０２０… 29 日（火）
・ティーンズラジオ２０２０　〜今年は＃放送部チャレンジ２０２０！〜… 29 日（火）
・エリック・クラプトン〜波乱万丈！スローハンドの５０年の軌跡〜… 29 日（火）
・森崎ウィンのＤＲＩＰ　ＡＳＩＡ… 29 日（火）
・ＣＨＡＢＯ＆斉藤和義の年の瀬ロックンロール！２０２０… 29 日（火）
・栗屋敷〜栗コーダーカルテットの年末年始〜… 31 日（木）
・清塚信也 Presents“クラシック系You…Tuber”……全員集合… 31 日（木）

［定時番組］
・リトグリのミューズノートＸマス　スペシャル… 24 日（木）
・ザ・ベスト・オブセッション２０２０… 26 日（土）
・グッチ裕三の日曜ヒルは話半分　年忘れスペシャル！… 27 日（日）
・洋楽グロリアスデイズ年末 SP… 27 日（日）
・ワールドロックナウ年末 SP… 27 日（日）
・ディスカバー・ビートルズ　ウィンター SP… 27 日（日）
・ミュージックライン　勝手に紅白スペシャル… 30 日（日）
・年越しラジオマンジャック… 31 日（木）
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国際放送 12 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、新型コロナウイルスの感染状況、日本経済の行方、米大統領選挙後
のアメリカ国内の状況や世界への影響に注目する。また、大詰めを迎える来年度予算
案編成で予算はどこまで膨張するのかについても丁寧に分かりやすく伝える。
番組では、これまでも好評を得たコメディードラマ「Home…Sweet…Tokyo」のシーズ

ン 4を放送するほか、沖縄戦で従軍した住民の記録を伝える「沖縄戦 75年・戦場に立た
された住民たち…〜新資料が明かす 3か月の従軍記録〜」などのドキュメンタリー番組
を編成する。また、「NHK…WORLD-JAPAN…presents…Masterpieces…of…NHK…Symphony…
Orchestra」など、多彩な番組を届ける。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■特集番組
・Home…Sweet…Tokyo…シーズン 4… 5 日（土）、6日（日）、12 日（土）、13 日（日）
・NHK…WORLD…PRIME
　　「沖縄戦 75 年・戦場に立たされた住民たち…
　　　〜新資料が明かす 3か月の従軍記録〜」… 26 日（土）
・Masterpieces…of…NHK…Symphony…Orchestra…Ⅲ… 23 日（水）、24 日（木）、25 日（金）
・Masterpieces…of…NHK…Symphony…Orchestra…Ⅳ…30 日（水）、31 日（木）、1月 1日（金）
・SAMURAI…WHEELS…2020…SPECIAL… 26 日（土）
・NHK…NEWSLINE…FOCUS
　　知られざる「ジョブズ・コレクション」
　　　〜没後 10 年…“鬼才”を魅了した「新版画」… 1 月 2 日（土）
・Broadcasters’…Eye
　　「歌は暗闇を越えて〜夢は歌手…盲目の世界に生きる少女〜」… 20 日（日）

〈その他 主な特集番組（アンコール）〉
・SAMURAI…WALL… 5 日（土）…
・焼き場に立つ少年を探して… 12 日（土）…
・“脱プラスチック”への挑戦…Part1・2… 21 日（月）、22 日（火）…
・芸妓…紗月… 27 日（日）…
・「Sake…R-Evolution」前編・後編… 28 日（月）、29 日（火）…
・NHK…WORLD-JAPAN…presents
　　SONGS…OF…TOKYO…Festival…2020… 1 月 2 日（土）、3日（日）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、新型コロナウイルスを巡る国内外の最新状況について引き続き伝え
るとともに、新しい生活様式のもとで様変わりする各地の年の瀬の表情も紹介する。ま
た、6日に予定されている小惑星探査機「はやぶさ 2」の帰還についても詳報する。
番組では、年末年始に「プラグインニッポン」の枠で、「物語で楽しむ日本の美」を

集中的にアンコール編成して日本の伝統文化にあらためて親しんでいただく機会とする。
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放送番組審議会の開催（ 11 月）

審 議 会 日　　　　時 担 当

第 675 回 中 央 放 送 番 組 審 議 会 11 月 16 日（月）午後 4時 編成局

第 673回 関東甲信越地方放送番組審議会 11 月 20 日（金）午後 3時 編成局

第 669 回 近畿地方放送番組審議会 11 月 18 日（水）午後 3時 大阪拠点放送局

第 672 回 中部地方放送番組審議会 11 月 19 日（木）午後 2時 名古屋拠点放送局

第 674 回 中国地方放送番組審議会 11 月 19 日（木）午後 2時 広島拠点放送局

第 675 回 九州沖縄地方放送番組審議会 11 月 19 日（木）午後 2時 福岡拠点放送局

第 678 回 東北地方放送番組審議会 11 月 19 日（木）午後 2時 仙台拠点放送局

第 670 回 北海道地方放送番組審議会 11 月 18 日（水）午後 2時 30 分 札幌拠点放送局

第 674 回 四国地方放送番組審議会 11 月 16 日（月）午後 1時 30 分 松山拠点放送局

第 674 回 国 際 放 送 番 組 審 議 会 11 月 17 日（火）午後 4時 国際放送局

放送番組審議会委員の委嘱等
〔編成局〕

審 議 会 年 月 日 委 嘱 等 氏　　　　　　　名

中部地方放送番組審議会 2020.11.…1 新規委嘱 遠　藤　英　俊　氏（名城大学特任教授）

四国地方放送番組審議会 2020.11.…1 新規委嘱 小　松　圭　子　氏（有限会社はたやま夢楽代表取締役社長）

〃 2020.10.31 退　　任 黒　笹　慈　幾　氏（南国生活技術研究所代表）

お 知 ら せ 
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国際放送番組審議会委員の委嘱等
〔国際放送局〕

年 月 日 委 嘱 等 氏　　　　　　　名

2020.…11.……1 再 委 嘱
田　中　浩一郎　氏（…慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科…教授…

一般財団法人日本エネルギー経済研究所…参与）

2020.…12.……1 再 委 嘱 岡　田　亜　弥　氏（名古屋大学大学院国際開発研究科…教授）

登録権利
〔放送技術研究所〕

番……号 発明考案の名称 登録年月日… 権　利　者

　特　許
第…6748498 号…

Ａ／Ｄ変換回路、信号読み出し回路、及びイメージ
センサ…

2020.……8.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6748504 号…

ＭＴＦ測定用チャート…… 2020.……8.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6748505 号…

信号処理回路… 2020.……8.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6748563 号…

立体映像測定装置及び立体映像測定方法…… 2020.……8.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6751600 号…

要素画像群生成装置、復号装置、およびプログラム…… 2020.……8.…19… 日本放送協会…

　特　許
第…6754647 号…

ホログラム再生装置およびホログラム再生方法… 2020.……8.…26… 日本放送協会…

　特　許
第…6756607 号…

アクセント型判定装置及びプログラム 2020.……8.…31…
日本放送協会…
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム……

　特　許
第…6757599 号…

符号化装置及びプログラム… 2020.……9.……2… 日本放送協会…

　特　許
第…6757643 号…

受信機、再送信装置、およびプログラム…… 2020.……9.……2… 日本放送協会…

　特　許
第…6762195 号…

読み推定装置及びプログラム… 2020.……9.…10… 日本放送協会…
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外国登録権利
〔放送技術研究所〕

番……号 発明の名称 登録年月日 権　利　者

アメリカ
特許
第 10771132…号

送信装置、受信装置、及び半導体チップ 2020.……9.……8…
日本放送協会…
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム…

ブラジル
特許
第P10717164-1…号

地上デジタル放送の再送信装置… 2019.…12.…31 日本放送協会…

部外からの表彰

〔技術局〕
第 34 回　電波技術協会賞

年月日 表彰者 事　　由 受賞者

2020.…11.…13
一般財団法人
電波技術協会

衛星セーフティネット活用による…
地上アナログテレビ放送終了に貢献

小　池　不二男
　　（当時　技術局）

地上デジタル放送の導入と安定運用に貢献
中　　　　　尚
　　（当時　技術局）
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