■パナソニック（AVCネットワークス社）
： UHD（4K）/HD/SD同時出力の
4Kスタジオハンディカメラと1080p 4倍速ハイスピード撮影が
可能なHDスタジオハンディカメラ2機種を発売
パナソニック株式会社は、
4K 画質と長距離光伝送を実現し、
UHD
（4K）
出力とHD 同時出力に対応した放送業務用4K スタジオハンディ
カメラAK-UC3000 シリーズと1080p 4 倍速撮影が可能なハイエ
ンド放送業務用HD スタジオハンディカメラAK-HC5000 シリーズ
を2016 年3 月に発売した。
4K スタジオハンディカメラAK-UC3000 シリーズは、新開発4K
大判センサーを搭載し豊かな諧調を表現。高品位な4K 映像に加え、
HD/SD 同時出力に対応。
HD スタジオハンディカメラAK-HC5000

4K スタジオハンディカメラ
AK-UC3000 シリーズ

シリーズは、
1080p 4 倍速撮影機能を搭載し、スポーツやライブイベ
ントなど、
躍動感あふれるシーンの撮影で活躍する。
また、
AK-UC3000 とAK-HC5000 に共通で使用できるカメラコ
ントロールユニット（CCU）
、
リモートオペレーションパネル（ROP）
、
マスターセットアップユニット（MSU）
、
9 型LCD カラービューファ
インダー、
1.5 型HD ビューファインダー、ビルドアップユニットもあ
わせて発売。
運用性・操作性の両面で優れたコストパフォーマンスを発
揮する。
◇主な特長

HD スタジオハンディカメラ AK-HC5000 シリーズ

1. 新世代4K 撮像方式を採用し、
UHD/HD/SD 同時出力に対応（AKUC3000 シリーズ）
AK-UC3000 シリーズは4K 大判センサーに外付けアダプターなし
で2/3 型レンズを使用可能。大判センサー専用に設計した内蔵レン

●肌のシワやくすみを始め、
色相360°で肌色以外の色も補正するス
キントーンディテール補正。
●様々な撮影環境に対応できるND/CCフィルター。

ズで高画質を実現し、さらに、
UHD 出力とHD/SD 同時出力に対応。

【NDフィルター】
CAP、
Through、
1/4、
1/16、
1/64

運用に応じた映像出力を選択でき、
ワークフローの効率化を叶える。

【CCフィルター】
Cross、
3200K、
4300K、
6300K、
Diffusion

2. 1080p 4 倍速撮影機能を搭載（AK-HC5000 シリーズ）

このほか、撮影中にゲインの変更が必要なシーンにおいて、
0.1dB

AK-HC5000 シリーズは、
1080p 4 倍速のハイスピード撮影機能

ステップのマスターゲイン可変機能により、撮影シーンに合わせたき

を搭載。
映像コンテンツ制作に豊かな表現力を与える。

め細かな調整が可能。
また、
合焦レベルを示すフォーカス・バー、
合焦部

3. 新開発MOS センサー搭載

分を色で示すフォーカス・イン・レッド、中央部を拡大表示するエクス

AK-UC3000 シリーズ…新開発4K 大判MOS センサー搭載。
2つ

パンド、画面全体の合焦状態を表示するスクエア等のフォーカスアシ

の撮影モードを選択でき、ハイセンスモードではF10 の高感度を実

スト機能で、
正確かつ素早いピント合わせをサポートする。

現しながら、
SN 比60dB 以上を確保する。

6. 充実の関連機器で高い運用性を確保

AK-HC5000 シリーズ…2/3 型 3MOS センサーを搭載。
2 つの撮

新開発の関連機器が高い運用性と操作性を実現。
カメラコントロール

影モードが選択でき、ハイセンスモードではF11 の高感度を実現し

ユニット（CCU）
AK-UCU500/UCU500S により、
4K/HD 映像信

ながら、
SN 比60dB 以上を確保する。

号を光ファイバーで、非圧縮長距離伝送を可能にする。リモートオペレ

4. 高速スキャンによるスキュー低減…MOS センサーの信号を高速で
読み出すことにより、
MOS センサー特有のスキュー歪みを低減する。

ーションパネル（ROP）
AK-HRP1000/HRP1005GJ は、優れた視
認性を確保したカラー液晶ディスプレーを搭載。
カメラとCCU の間は、

5. 従来機種からさらに向上した撮影機能

CCU から電源供給した場合、
約2km の長距離伝送が可能。
また、
カメラ

●レンズのレジストレーションエラーをカメラ側で自動補正し、周辺

に外部電源を供給し、汎用の光伝送装置を使用して、約10km まで延長

画像の色にじみを抑えるCAC（色収差補正）
機能。
●黒ツブレ・白トビを自動的に抑えるDRS（ダイナミック・レンジ・
ストレッチャー）
機能。

でき、
CCU とROP の間は、専用シリアル線の他、
LAN ケーブルを介し
たIP 接続にも対応する。カメラ−CCU 間で光ケーブルのみでデータの
伝送が可能なため、
運用状況に合わせたシステムアップが可能。

●シネガンマ機能
（V-REC、
F-REC）に加えて、
FILMLIKE 1〜3モード
を選択可能なセレクタブルガンマ。
●EBUやNTSCのプリセットカラーマトリクス、
12軸色補正、
リニア
マトリクスなど、
充実のカラーコレクター機能。
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＊問い合わせ先：パナソニック システムお客様ご相談センター
電話：
《フリーダイヤル》
0120-878-410
（受付：9時〜17時30分＜土・日・祝日は受付のみ＞）

■ KPI ：GODOXXT16 ワイヤレスフラッシュトリガーの
新製品などを販売開始
株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXXT16
ワイヤレスフラッシュトリガーWITSTRO 用、XT16SVING 用の日本
正規版を3 月25 日より発売した。また、MOVCAM ソニーα7S Ⅱ/ α

ソニーα 7S Ⅱ / α 7R Ⅱ用ブラックアクセサリーキット：
ソニーα7S Ⅱ/ α7R Ⅱボディ専用のリグ。従
来のグレーに加え、ブラックが追加される。ハン
ドルならびにベースプレート、ライザーブロック
は、必要に応じて取り外し可能である。

7R Ⅱ用アクセサリーキットにブラックを追加する。
◇特

ソニーα7S Ⅱ/ α7R Ⅱ用
ブラックアクセサリーキット▶

徴

XT16WITSTRO用/XT16S VING用：
WITSRO AD360やVINGV 860 などを電波でワイヤレス同調発光
できるトリガーで、カメラ側の送信機でストロボの光量設定などが行
える。最大16 のグループ別に光量設定が可能。受信機はAD360 もし
くはV860 に装着、フラッシュ本体からの電源供給で作動する。今回
発売する日本正規版は、日本電波法の認証を受け、日本語取り扱い説明
書と国内保証が付いている。

◇価

格・JAN コード

GODOXXT16 ワイヤレスフラッシュトリガー
WITSTRO 用セット日本正規版…9,800 円
GODOXXTR16 ワイヤレスフラッシュトリガー
WITSTRO 用受信機日本正規版…3,800 円
GODOXXT16S ワイヤレスフラッシュトリガー
VING 用セット日本正規版…9,800 円
GODOXXTR16S ワイヤレスフラッシュトリガー
VING 用受信機日本正規版…3,800 円
MOVCAM ソニーα 7S Ⅱ / α 7R Ⅱ用
ブラックアクセサリーキット…78,000 円
◇発

売：2016 年 3 月 25 日

＊問い合わせ先：株式会社ケンコープロフェショナルイメージング
〒 164-0001 東京都中野区中野 5-68-10KT 中野ビル 3F
TEL 03-6840-3622FAX 03-6840-3861
XT16WITSTRO用（左）と、XT16S VING用（右）

■ (一社 )日本エレクトロニクスショー協会
第３回 Design Solution Forum 2016
〜 創ろう、拡げよう、設計者ネットワーク 〜
スポンサーおよび講演者の募集を開始
Design Solution Forum 2016 実行委員会および一般社団法人日
本エレクトロニクスショー協会
（JESA）
は、
2016 年10 月14 日
（金）
、
新横浜国際ホテル（横浜市港北区）において、国内エレクトロニクス
技術者が相互に交流可能なコミュニティを形成することを目指し、設
計者主体のセミナーイベントとして「創ろう、拡げよう、設計者ネット
ワーク」をスローガンに、
「 第3 回 Design Solution Forum 2016」
（DSForum 2016）
を開催する。
技術革新のスピードが飛躍的に速くなり、システムの複雑性が指数
的に壮大化している。この背景として、従来はあまり結びつかなかった
技術領域の融合や、これまで考えられなかった様な市場要求が次々に
出現し、技術開発競争がワールドワイドで進んでいる事が挙げられる。
DSForum は個々の技術力向上だけでなく、国内に存在するエンジニ
アの「つながり」を創ることで、新たな価値創造と市場開拓を育む事に
主眼を置き、技術ならびにビジネスのエコシステムを創出し、国内の活
性化を実現していく。
セミナーを主体としたDSForum は基調講演を皮切りに、
「DesignTech」
「FPGA」
「Automotive & IoT」
「Image & Vision」の ４ つ の テ

URL：http://www.kenko-pi.co.jp

ーマで講演トラックを設定し、設計現場のエンジニアが企画するトー
クセッション、デザイン事例と技術トレンドの紹介を中心としたエン
ジニア・セッション、企業によるスポンサーセッションでプログラム
し、
テーブル展示と交流会で構成する。
このたび、
エレクトロニクスに関連する様々な業種・分野の企業を対
象に、
DSForum 2016 スポンサーセッションおよびテーブル展示へ
の参加を募集している。5 月10 日（火）
までに申し込みを行った場合、
申込先着順に希望の講演時間枠と展示位置が指定できる。なお、スポン
サーセッションは先着 20 枠、
展示は先着 28 小間まで受け付け可能。
募集数に達した時点で申込受付を終了する。
さらに、エンジニア（企業・個人・学生を問わず）から事例発表など
の講演（35 分間）を公募する。このエンジニア・セッションは応募者
の中から、
DSForum 2016 実行委員会が講演者を選考する。
なお、
応募期間は 5 月 31 日（火）
までとなっている。
★最新情報および詳細については、公式 Website にて
http://www.dsforum.jp
★参加の申し込みに関するお問い合わせは、下記までお願いします。
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会 担当：石崎・森
TEL：(03)6212-5231

FAX：(03)6212-5225
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■ソニー：アナログレコードの音をハイレゾで PC に録音・保存ができる
ステレオレコードプレーヤー『PS-HX500』を発売
ソニーは、アナログレコードの高品位な再生と、世界で初めてアナログレコード
の音をDSD5.6MHz などのハイレゾリューション・オーディオ（ハイレゾ）フォー
マットでパソコン（PC）に録音・保存が可能なステレオレコードプレーヤー『PSHX500』を発売する。
本機は、新設計のストレートトーンアームの採用により、安定したトレースを実現。
また、ターンテーブルには、強度と重量のバランスに優れたアルミダイキャスト製の
プラッター（回転盤）や、厚さ約5mm の独自開発ラバーマット、キャビネットには、
厚さ約30mm の音響機器に最適な高密度MDF を採用するなど、アナログレコード
の、より豊かで高品位な再生を追求した。
また、PC と接続し、録音・編集ができる新開発の専用PC アプリケーション

Hi-

Res Audio Recorder をPC にインストールすることで、アナログレコードの音を
原音に限りなく忠実に記録できるDSD などのハイレゾフォーマットで録音・保存す
ることが可能。さらに、スピーカー等の外部からの振動の影響を極力抑えることでア
ナログレコードの音の質感を損なうことなく録音することができる。これにより、お
手持ちのアナログレコードのコレクションの音を、ハイレゾ再生対応のウォークマン
やハードディスクオーディオプレーヤーなどの機器で楽しむこができる。
■ゼンハイザー：「F703 ゼンハイザー× FREITAG URBANITE」
限定モデルは、ユニークなスタイルとクラブサウンドの融合

ステレオレコードプレーヤー
（型 名）『PS-HX500』 （発売日）4 月 16 日
（メーカー希望小売価格：税抜）61,000 円
＊問い合わせ：ソニーマーケティング㈱ 買い物相談窓口
TEL

0120-777-886（フリーダイヤル）

TEL

050-3754-9555
（携帯電話・PHS・一部のIP

電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合）
受付時間 月〜金：9:00〜18:00 土日祝：9:00〜17:00

シュウィラーはさらにこう
語ります。
『 ゼンハイザーと
FREITAG の 協 力 に よ っ て

すばらしいサウンド、深みのある低音、無骨なスタイルを好む活

ハイファイと卓越の個性と

動的な人たちにとって、受賞歴のあるゼンハイザーのヘッドフォン

が出会い、ユニークな製品

URBANITE は最も信頼のおける選択肢となってきた。

が誕生しました。耳も目も

このたび、スイスのアクセサリーメーカー、FREITAG ― トラックの

楽しませる結果となり、とても興奮しています』

幌（タープ）
を再利用して作られたメッセンジャーバッグで有名なク

F703 ゼンハイザー× FREITAG モデルは、耐久性のある高品質素

リエイター ― との新たなコラボレーションにより、URBANITE はさ

材で構築された折りたたみ可能なオンイヤー型ヘッドフォンである

らにアーバンなスタイルへと進化することになった。

が、そこにはユニークな工夫がされている。具体的には、URBANITE

「F703 ゼンハイザー× FREITAG URBANITE」限定モデルは、ゼ

の頑丈そうなステンレス製ヒンジとアルミ製のスライダーが、ヘッド

ンハイザーURBANITE ブラックのオンイヤー型ヘッドフォンの特

バンドに使われているカラフルなリサイクル・トラック・タープによっ

徴を備え、FREITAG の幅広い色見本からなるトラック・タープのリ

ていっそう引き立つデザインになっている。

サイクル素材でヘッドバンドをひとつひとつカバーすることにより、
ヘッドフォンをユニークなモデルへと変身させている。

このスタイルの仕上げとして、個々のヘッドフォンには、ヘッドバン
ドに使われたタープと同じ色の堅牢なケースが付属する。

活動的な人たちひとりひとりのスタイルに合わせられるよう、この

この限定モデルは、ゼンハイザーURBANITE シリーズの一員とし

ユニークなヘッドフォンには、ヘッドバンドに使ったものと同じター

て、重低音の充実した強烈なクラブサウンドを提供すると同時に、オー

プで作られた堅牢なケースが付属されている。

ディオに関するゼンハイザーの専門知識により、全周波数帯域で優れ

『この限定モデルには、革新的なオーディオ製品の開発におけるゼン

た明瞭性を実現する。スマートフォンやタブレット端末での通話およ

ハイザーの専門知識と、リサイクルを通じてわくわくするような新し

び音楽の操作用に一体型のマイク付きリモコンケーブルが付属するた

いものを作り出すFREITAG の先見性のあるアプローチが完璧な形で

め、URBANITE はモバイル機器にうってつけのヘッドフォン。このモ

融合されています』と語るのは、ゼンハイザーのグローバル・デザイン・

デルの極めてソフトなイヤーバッドは、外部の雑音からリスナーを遮

マネジメント部長オリヴァー・バーガー。

断し、すばらしい着け心地を約束する。

FREITAG のブランド・コミュケーション部長オリバー・ブルン

F703 ゼンハイザー× FREITAG モデルは1500 個限定生産。た
だいまFREITAG の直営店全店舗、一部のFREITAG 取扱店、および
www.freitag.ch のオンラインストアで入手可能である。
＊問い合わせ先：FREITAG Store Tokyo
電

話 03-6228-6142

希望小売価格 32,000 円（税抜き）
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■ティアック：１U ラックマウント マイク入力搭載 SD カードレコ
ーダー『SD-20M』
を新発売
ティアック株式会社（本社：東京都多摩市、
代表取締役社長：英 裕治）
は、
シンプルな操作で、
より確実な録音を実現する１U ラックマウント
マイク入力搭載 SD カードレコーダー『SD-20M』をTASCAM（タ
スカム）
ブランドで全国の設備機器代理店を通じて発売開始する。
『SD-20M』
は、
会議場、
学校や音楽教室、
各種ホール等に適した、
シン
プルな操作で、より確実な録音を実現するSD カードレコーダー。会議
議事録をはじめとした、幅広い用途に対応できるようフロントパネル
にはマイク入力、
リアパネルにはライン入力端子を搭載している。
ミキサーからのライン入力とバックアップ用のマイク入力を別々に
同時録音できる４トラック録音機能のほか、レベルオーバーに備えて
レベルの低い音を同時に録音するデュアル録音機能も搭載し、あらゆ
る場面で安全な録音を実現する。
議事録収録では、会議システムのライン出力を受けて録音しながら、
別途２チャンネルのマイク入力をバックアップステレオとして同時に
録音することができる。記録メディアにはSD カードを採用し、高音質
なリニアPCM 録音に加え、長時間録音が可能なMP3 録音にも対応し
ている。
また、学校や音楽教室などでは、カセットに替わる録音機としてご利
用していただくことができ、
録音した音声ファイルはSD カードを介し
て簡単に共有することができる。
単３形電池４本での駆動も可能で、電源が遮断された場合でも録音

電源遮断時も動作が可能な電源バックアップを実現
●記録メディアに汎用性の高いSD/SDHC/SDXC カードを採用
●SDXC カードは128GB まで対応、
より長時間の録音に対応可能
●WAV/BWF フォーマットで24bit/96kHz のハイレゾ録音にも対応
●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、
より長時間の録音が可能
●議事録起こしなどに便利な0.5 倍〜1.5 倍の再生スピード可変機能
(Variable Speed 機能) を搭載(0.1 倍ステップ)
●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル入力
●ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）
に対応
●オーディオ機器からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレ
ベルに対応したRCA 入力
●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能
●空調ノイズなどの不要な低音をカットできる3 段階のローカットフ
ィルター(40/80/120Hz)
●日本語表示対応
●1U ラックマウントサイズ
【一般仕様】
電

源

専用 AC アダプター（TASCAM PS-P1220E、
付属）
、
単３形電池４本（アルカリ乾電池、
ニッケル

を継続し、
録り逃しを防止できる。

水素電池またはリチウム乾電池）

【主な機能】
●フロントパネルにXLR/TRS コンボ入力を搭載（ロック機構付き）
●マイク入力とライン入力ステレオ2 系統の音声を同時録音可能な4
トラックレコーダー> 議事録収録などでは会議システムのライン出
力を受けて録音しながら、別途２チャンネルのマイク入力をバック
アップ音源として同時に録音することが可能。
●デュアル録音機能を搭載> 設定した録音レベルに対して、低いレベ

消費電力

5W

外形寸法

483( 幅) x 45( 高さ) x 299.6( 奥行き) ㎜

質

2.8kg（電池を含む）
、
2.7kg（電池を含まず）

量

※RoHS に対応しています。
※仕様は改善のため変更することがあります。

●AC アダプターに加え単3 形電池4 本での駆動も可能、万一のAC

＊問い合わせ先：ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート
〒206-8530 東京都多摩市落合１−４７
TEL:0570-000-809（ナビダイヤル）042-356-9137（IP 電話・PHS）
FAX:042-356-9185 URL: http://tascam.jp/

■ (一社 )日本オーディオ協会：新しい展示会を、2017年５月 13日・

日本オーディオ協会は、新しい展示会で、オーディオが育む「新

ルの録音を同時に行うことが可能。突発的に発生した大きい音によ
る歪みなどに対してバックアップ録音ができる。

14日、東京国際フォーラムにおいて開催

たなライフスタイル」を提案、市場の創造と業界の発展に寄与する。

〜今年の秋は、
「音のサロン＆カンファレンス」
（仮称）を開催〜

―――――――――――― 概

めんじょう りょうじ

一般社団法人日本オーディオ協会（校條 亮治 会長）
は、
これ迄「オ
ーディオ・ホームシアター展」として開催していた展示会を、
2020

要 ――――――――――――

名称：
「音展 2017」
（仮称）
会期：2017 年５月 13 日（土）
・14 日（日）＜２日間＞

年東京オリンピック関連組織等のお台場会場使用に伴い、
装いを新た

会場：東京国際フォーラム

にして、
2017 年5 月13 日（土）
・14 日（日）
の両日、
東京国際フォ

名称：音展「音のサロン＆カンファレンス」
（仮称）

ーラム（東京都千代田区丸の内 3 −5 −1）
において開催する。

会期：2016 年 10 月 21 日（金）
・22 日（土）＜２日間＞

また、
今年の秋は、
テーマを「音のサロン」
「カンファレンス」
の２つ
の企画に絞り、
10 月21 日（金）
・22 日（土）
にイベントを開催する。
中核イベントである「音のサロン」
と技術的視点の「カンファレンス」
とし、
新たなコンセプト、
場所で開催することで、
オーディオファンの
創出や期待に応えていく。

会場：秋葉原（予定）
＊問い合わせ先：一般社団法人日本オーディオ協会事務局
土橋・村松
東京都港区高輪３−４−１３レフォルマ高輪４F
TEL:03-3448-1206FAX:03-3448-1207
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■ブラックマジックデザイン、
Blackmagic URSA Mini 4.6K
およびMicro Cinema Camera の出荷を発表
（以下、
リリース原文のまま）

点は広いダイナミックレンジであり、ダイナミックレンジはグローバル
シャッター機能とは別であるため、
グローバルシャッター機能が理由で出
荷を遅らせるべきではないというのが彼らの意見であった。ハイエンド

2016 年 ３ 月17 日 よ りBlackmagic URSA Mini 4.6K お よ び

のデジタルフィルム、
あるいはテレビ制作で活躍するベータテスターたち

Blackmagic Micro Cinema Camera が出荷開始されたこと、そしてこ

は、
早急にURSA Mini 4.6K のようなカメラを使用し、
15 ストップのダ

れらのカメラの仕様が変更したことを発表した。

イナミックレンジとローリングシャッターの高フレームレート性能を活

Blackmagic Design は ま た、
URSA Mini 4.6K の 映 像 を 紹 介 す る

用したいと希望していた。

ショートフィルム、そしてこれらの撮影でカメラがどのように使用され

URSA Mini 4.6K のリリースにより、
ユーザーは2 つの大きく異なる

たかを明かす「メイキング」ムービーもWEB サイトにて公開。これらの

URSA Mini モデルから選択できるようになる。
本来、
URSA Mini 4K は

ショートフィルムは、
URSA Mini の製品ページから視聴できる。

エントリーレベルのモデルであり、
URSA Mini 4.6K はより多くの機能

URSA Mini 4.6K およびMicro Cinema Camera を発表して以来、

に対応したハイエンドモデルという位置づけであった。
しかし、
現在これ

Blackmagic Design は製品の開発および生産調整に尽力し、
ついにこれ

らの2 つのカメラは異なるジョブを扱うユーザーをターゲットとして

らのカメラの出荷を開始した。

いる。高速のスポーツ用にグローバルシャッターが必要な場合はURSA

これらのカメラの出荷が遅れることとなった原因は、
グローバルシャッ
ター機能の開発に予想以上に時間がかかったことにある。
どちらのカメラ
もグローバルシャッターに問題があったが、
URSA Mini 4.6K とMicro
Cinema Camera では問題が異なる。

Mini 4K を、ハイエンドのデジタルフィルム用に広ダイナミックレンジ
が必要な場合はURSA Mini 4.6K を選択できる。
グローバルシャッターに対応したURSA Mini 4K モデルは、
出荷開始
以来、
好評を博している。
グローバルシャッターで最大60fps までの高フ

過去6 ヶ月間、
Blackmagic Design のエンジニアたちは、
これらの問

レームレート4K の撮影が可能で、
高速のライブスポーツなどの撮影に最

題の解決に尽力してきた。しかし、そのグローバルシャッターの性能は、

適である。
広ダイナミックに対応したURSA Mini 4.6K は、
15 ストップ

Blackmagic Design がお客様へ提供したいと願う高品質なものではな

というラティチュードを実現したハイエンドのデジタルフィルム用。
ユー

かった。
そのため、
これらのカメラからグローバルシャッターの機能を外

ザーはジョブの内容に応じて、
高フレームレート、
グローバルシャッター

して出荷に踏み切ることを決断した。

対応モデル、
あるいは広ダイナミックレンジモデルから選択できる。

この決断の第一の理由は、
過去数カ月の間に様々なプロジェクトでこれ
らのカメラを使ってベータテストを行ったプロのカメラマン、撮影監督
たちから非常に高い評価を得られたことである。
これらのカメラの主な利
■2016 年アカデミー賞レッドカーペットで、
ライブVR 映像の
撮影にBlackmagic Micro Cinema Camera を使用
（以下、
リリース原文のまま）
Blackmagic Design は こ の 日、
2016 年 ア カ デ ミ ー 賞 の レ ッ ド

＊掲載内容の続きは、
下記にて
https://www.blackmagicdesign.com/jp/press/release/20160317-01
クに送られ、
ニューヨークのスタジオに発信された。
スタジオでは信号が
エンコードされ、
3 種類のコンテンツ・デリバリー・ネットワークにアッ
プロードされ、
AP 通信ウェブサイトのライブプレーヤー、
YouTube、複
数のスマートフォン・アプリなどのテストプレーヤーに配信された。

カーペットで3 台のMicro Cinema Camera が使用され、
360 度ライ

「カメラのSD カードにもProRes で収録しました。
収録は数時間に及

ブビデオが撮影されたことを発表した。サンフランシスコを拠点とする

ぶものでしたが、
まったく問題ありませんでした」
と、
クライブ氏は言う。

360 Designs の創設者/CEO、
アレックス・クライブ（Alx Klive）
氏は、 「私たちはポストプロダクションでもフッテージをつなぎ合わせ、
より高
新しいMini EYE ™ 3 コンパクト・カメラリグにBlackmagic Micro

品質の映像として保管しています。この作業では、スティッチング・ソフ

Cinema Camera を導入。美しいヴァーチャル・リアリティー映像を作

トウェアを使用しています。
Blackmagic のFusion Studio では、映像

成し、ハリウッド・レッドカーペットの華やかさと魅力で視聴者を釘付

を非常に高いクオリティでつなぎ合わせられます。
」

けにした。

360 Designs は、ヴァーチャル・リアリティーに対応するハイエン

「アカデミー賞における私たちの最重要項目は、
360 度のライブ

ドのプロ仕様360 度カメラおよびライブストリーミング・ソリューショ

フィードを提供することでした。
これは、
複数カメラの出力をライブでつ

ンの考案、設計、生産を行っている。同社は過去数年間、
VR リグの構築に

なぎ合わせ、
VR 対応ストリームに流すことを意味しています。主にライ

最適なコンパクトでプロフェッショナルなカメラを探していた。
「私たち

ブVR のために設計した、
3 台のカメラで構成されるコンパクトなカメ

が求めていたのは、コンパクトな形状、ゲンロック、アクティブクーリン

ラリグを使用しました。
カメラはBlackmagic Micro Cinema Camera

グ、
高い信頼性、
リモートコントロール機能、
交換可能レンズ、
幅広いマウ

です」と、クライブ氏は説明する。
「Micro Cinema Camera のダイナ

ントオプション、シネマ品質の画質などです」と、クライブ氏。
「過去に他

ミックレンジは、アカデミー賞会場の報道セクションにおいて特に有用

の小型アクションカメラを数台試しましたが、信頼性の問題をクリアで

でした。視界に多くの報道用ライトがあり、
360 度カメラでは隠すこと

きませんでした。これらの問題は、複数のカメラで360 度リグを構築す

ができないからです。
」

る場合は特に重要です。
プロフェッショナルな制作において、
信頼性は必

3 台のカメラを使用したリグは、中心にゲンロック/ 電源コントロー
ルボックスを搭載している。
クライブ氏と彼のチームは、
SDI をコンバー

要不可欠なのです。
Blackmagic Micro Cinema Camera は、すべての
問題をクリアしています。
非常に満足していますよ。
」

ターに通し、
数メートル離れた場所にあるスティッチング・ステーション
（映像をつなぎ合わせるワークステーション）
に送信した。
さらに、
つなぎ
合わせた360 度ビデオはSDI 経由で数百フィート先の衛星中継トラッ
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＊掲載内容の続きは、
下記にて
https://www.blackmagicdesign.com/jp/press/release/20160317-02

■テレテック：4K 対応中継車とスーパースロー車の内覧会を行う
株式会社テレテック（東京・港区

代表取締役 小嶋昭男）では、

次世代放送フォーマットとなる4K/8K への対応の一環として、フ
ラッグシップである107 号中継車の 4K 対応化に続き、108 号
中継車の4K 化、ならびに 4K カメラを使用したスーパースロー車
(HFR)801 号をラインナップに加えることとなり、３月28 日（月）
に東京都江東区東雲にて内覧会を行った。
＊お問い合わせ先：㈱テレテック
技術本部：茂木（03-6403-0572）
■IMAGICA 劇場向けデジタルシネマ配信管理システム「HONOLUA」
TOHOシネマズ予告シネアド配信サービス
「Tnet」
での運用開始
株式会社IMAGICA（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤川
幸廣、以下IMAGICA）は、劇場向けデジタルシネマ配信管理システム
「HONOLUA」
を開発し、
TOHO シネマズ株式会社（本社：東京都千代
田区、代表取締役社長：瀬田一彦、以下TOHO シネマズ）全63 劇場へ
のシステム導入を行い、
2016 年４月１日よりTOHO シネマズ各劇場
への「Tnet」
予告・シネアド配信システムとして運用を開始している。
「HONOLUA」は、
IMAGICA が開発及び運用を行う劇場向けデジタ
ルシネマ配信管理システムで、高い信頼性と安全性を兼ね備え、劇場に
設置する専用受信サーバーに対しネットワークベースでの効率的な配

＜TOHO シネマズ株式会社HONOLUA 配信システム概要＞

信を行うシステム。
現在、一般的にはデジタルシネマコンテンツの上映を行う際、
DCP
（Digital Cinema Package）
と呼ばれる上映用データをハードディス

設置する専用受信サーバーは大容量のデータストレージを有し、
24
時間365 日体制での遠隔監視及び運用サポートを行う。

クやUSB 等の物理メディアに収録し、
劇場へ配送する物理デリバリー

この度、
「HONOLUA」はTOHO シネマズ各劇場への「Tnet」予告・

が主流となっており、
IMAGICA は長年多くのユーザーからの信頼の

シネアド配信システムとしてご採用頂き、
TOHO シネマズが敷設した

元、
物理デリバリーサービスでの実績と経験を培ってきた。

専用の高速回線網を使用し、
QoS（Quality of Service）を導入した

「HONOLUA」は、映画本篇DCP を想定した大容量データ配信を
実現する独自のミドルウェアを実装し、ネットワーク回線に依らずセ

TOHO シネマズデータセンターと「HONOLUA」を連携することで、
より確実且つ効率的なネットワーク配信環境を実現していく。

キュアーな通信による効率的なデータ転送を行える仕組みを兼ね備
え、確実且つ安全な配信が可能。また、ウェブ上で劇場への配信指示や
配信進捗状況等を、リアルタイムでユーザー自身が確認出来る。劇場に
■ SKIP シティ：
企画展「アニメがうごく〜アニメーション創造の現場〜」を開催

＊問い合わせ先：株式会社IMAGICA デジタルシネマユニット
担当：青田、
岡田、
吉利

TEL: 03-3280-7560

のこと、それぞれのアニメーションスタジオの動画制作のプロセスを
体感できる オリジナル体験型展示など、映像ミュージアムならでは
の遊びながら学べる充実した展示内容。

2016 年４月２日（土）より９月４日（日）の期間、埼玉県にある

さらに会期中に、たくさんの関連イベントの開催も予定している。

SKIP シティ彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム にて、企画
展「アニメがうごく 〜アニメーション創造の現場〜」を開催する。
日本が世界に誇る映像コンテンツであるアニメーションを生み出す
創造の現場「アニメーションスタジオ」に焦点を当てる。

ーーーーーー

要

ーーーーーー

期：2016 年 4 月 2 日 ( 土 ) 〜 2016 年 9 月 4 日 ( 日 )

会

場：SKIP シティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム

企画協力：株式会社ディー・エル・イー／株式会社ポリゴン・ピクチュ

アニメ作品は企画からはじまり、シナリオ制作、演出コンテ制作、
動画制作、音声作業まで多くのクリエイターたちの技術や努力が結集

概

会

アズ／株式会社ボンズ（50 音順）
協

力：武田かおり（ライター）、氷川竜介（アニメ研究家 / 明治大

してできあがる、いわば総合芸術。本企画展ではアニメ制作にかかわ

学大学院客員教授）、森川嘉一郎（明治大学准教授）

るクリエイターたちの仕事を「コンクリート・レボルティオ〜超人幻

主催：埼玉県／後援：埼玉県教育委員会／川口市／川口市教育委員会

想〜」
「亜人」
「秘密結社 鷹の爪」を題材に解説する。

＊このイベントに関するお問い合わせ

各作品の企画資料、シナリオ、コンテ、設定資料の展示はもちろん

映像ミュージアム

TEL.048-265-2500
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■RoviのGガイド、
シャープの液晶テレビAQUOSが新モデルから搭載
〜見たいテレビ番組が探し易い最先端の電子番組表を
国内シェアトップのシャープテレビが採用〜
Rovi Corporation（本社：米国カリフォルニア州サンカルロス、
以下、
Rovi）
は、
シャープ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、
以下シャープ）
が3
月25 日に発売した液晶テレビアクオス（AQUOS）シリーズの新モデ
ル「LC-40W35」
に、
Rovi のG ガイドが採用されることを発表した。
「LC-40W35」に搭載されるG ガイドは、コンシューマーが見たい番
組を見つけ視聴できる番組表機能を備えています。
最先端の検索機能や
プログラムタグ機能などを実装し、
テーマ、
キーワード、
人名などをもと
に、好きな番組をすばやく簡単に探し出すことができるようになる。国

AQUOS 新モデル「LC-40W35」に搭載のG ガイド番組表 検索トップ画面

供します。
G ガイドの優れた番組表機能により、コンシューマーが好み

内テレビ市場でトップシェアを誇るシャープが、液晶テレビにG ガイ

のコンテンツを探せる環境が実現します」

ドを採用するのは初となります。これにより、さらに多くの日本のコン

*「G ガイド」は、米国Rovi Corporation の電子番組表技術を基に開発し、
IPG が
提供する電子番組表（EPG）
サービスです。
G ガイド関連商品は、
日本市場におい
てRovi とIPG の協業により展開・普及をしている。

シューマーにG ガイドを使えるようになる。
シャープ㈱コンシューマーエレクトロニクスカンパニー デジタル情
報家電事業本部 国内事業部 事業部長 宗俊氏は次のように述べている。
「さまざまなプラットフォームやサービスを横断してコンテンツを探し
だす、検索機能やディスカバリー機能へのニーズが高まっている。これ
をうけ、
Rovi との協力により、
当社の液晶テレビをさらに進化させます。
先にG ガイドを採用したAQUOS ブルーレイで実証された、
素晴らしい
エンターテインメント体験を、
液晶テレビでお楽しみいただけます」
Rovi のディスカバリー担当シニア・バイスプレジデント兼ジェネラ
ルマネージャーのマイケル・ホーキー（Michael Hawkey）は、次のよ
うに述べています。
「シャープ社にG ガイドの採用を拡大いただくこと
は、
G ガイドが日本のお客様に支持されている証です。
Rovi の様々な
ディスカバリーソリューションは、
シャープ社をはじめ世界的なブラン
ドに選ばれ、
より賢く快適な検索を可能にしています。
G ガイドは、
サー
ビスプロバイダーや家電メーカーが飽和市場で差別化を図るカギを提
■ V-Low マルチメディア放送『i-dio( アイディオ )』を活用した

＊Rovi Corporation について
Rovi Corporation（NASDAQ： ROVI）
は、
視聴者が自分にあったエン
ターテインメントを見つけだせる、
またコンテンツプロバイダーがター
ゲットとなる視聴者を探し出せる、
データに基づくパーソナライズされ
た方法を創出しています。
Rovi は、コンテンツ制作やサービス、機器な
ど各分野における主要ブランドに選ばれています。
ディスカバリーをシ
ンプル、シームレス、パーソナルにする包括的なソリューションおよび
カスタマイズ可能な製品、技術のライセンスを通じ、多くのコンシュー
マーに豊かなエンターテインメント体験を提供しています。
Rovi は
5,000 件以上の特許済みおよび出願中の特許を保有し、エンターテイ
ンメントと視聴者のディスカバリーの進化を支えています。
＊問い合せ先：ロヴィ株式会社 マーケティング
TEL.03-4577-1500 FAX.03-3212-0680
発信する防災・災害情報を、
BIC、
県域FM 局「ふくしまＦＭ」
、
地元コミュ

新しい防災情報システム『V-ALERT( ヴィアラート )』

ニティＦＭ「ＦＭきたかた」
が連携し、
4 者で情報の共有化を図り、
シー

福島県喜多方市での導入に向けて協定を締結

ムレスな情報伝達のモデル確立をめざします。
〜協定を結ぶ背景〜

株式会社エフエム東京が中心となって設立したV-Low マルチメディ

喜多方市では、防災行政無線の整備をV-Low マルチメディア放送

ア放送「i-dio（アイディオ）
」
の事業全般を推進するホールディング会社、 「i-dio」
を活用する方向で進めており、
新年度一般会計当初予算案にも事
BIC 株式会社（東京都千代田区、
代表取締役社長：千代勝美）
と株式会社

業実施のための設計業務委託費が予算計上されています。

エフエム福島（福島県郡山市 代表取締役社長：稲田一郎 以下「ふくし

防災行政無線の代替手段として、東日本大震災の被災市町村の経験

まFM」
）は、福島県喜多方市（市長：山口信也 以下「喜多方市」
）および

を踏まえ、多くの自治体で課題となっている緊急情報メールやコミュ

喜多方シティエフエム株式会社（福島県喜多方市 代表取締役：小田切

ニティFM 等と「i-dio」も含めた、情報伝達を一元化するシステム構築

秀介 以下「FM きたかた」
）
と、
喜多方市が進める 地域情報を含めた防

を目指しています。また、同市内では喜多方市とFM きたかたが中心と

災情報の伝達手段 としての「i-dio」の活用方法を検討するために「地

なって「喜多方・会津地方V-Low 実証実験協議会」
を設立し、
V-Low マ

域連携型防災情報の発信に関する連携協定」
を3 月18 日に締結した。

ルチメディア放送の実証実験を行っており、
その有効性についても検証

◆「地域連携型防災情報の発信に関する連携協定」
とは

を重ね、
防災行政無線の代替として、
導入の準備を始めています。

本協定は、
3 月1 日からプレ放送を開始したV-Low マルチメディア
放送「i-dio」
を活用した防災情報システム「V-ALERT( ヴィアラート)」

＊問い合せ： 株式会社ＶＩＰ（担当：川端）Tel.03-3221-0080（代表）

を使って、
喜多方市内で起こった災害情報を的確にかつ迅速に提供でき

TOKYO FM 編成制作局編成制作部（担当：中村、田中）

るよう、４者が連携を図るものです。
「喜多方市」の自治体システムから

Tel.03-3221-0080（代表）
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