◆一般社団法人 日本オーディオ協会：
「平成 28 年通常総会
終了と会長挨拶要旨」


一般社団法人日本オーディオ協会は、6 月 8 日（水）銀座ブロッ
サムにて「平成 28 年度定期総会」が開催され無事終了した。
＜会長挨拶＞
総会開催に当たり一言御挨拶を申し上げます。先ずは、熊本地震に
おいて亡くなられた方々及び被災された方々に衷心からお悔やみとお
見舞いを申し上げます。日本オーディオ協会は、去る 4 月 27 日に
東京国際フォーラムにて今期の事業方針概要を発表させて頂きまし
た。これは、展示会の在り方などを含め、事業内容を抜本的に見直す
必要に迫られ、理事会承認の上、一刻も早い公開が重要との認識で行っ
たものです。その後、理事会検討の上、変更点を盛り込み本日の総会
に臨むものです。国内経済状況は「伊勢志摩サミット」開催等政府の
懸命な努力があるものの厳しい状況と言わざるを得ません。日本オー
ディオ協会は、昨年来慎重に市場動向等を把握・分析してきましたが
国内オーディオ市場は厳しい状況にあると認識しました。本総会が日
本オーディオ協会は勿論のこと、国内オーディオ市場にとって、大き
な転換点になる可能性があると認識しています。そのポイントとして
第一は、いよいよ「メディアチェンジ」の波が押し寄せつつあると
いうことです。
我国は世界一の CD 王国となっていますが、一方でそれだけ世界の
情報伝達や情報処理技術に後れを取っているともいえます。具体的に
はパッケージからノンパッケージへの波であり、CD から配信・スト
リーミングへの時代が到来しつつあるということです。勿論、足元を
見れば昨年は、レコードが若者に受け入れられた事実もありますが、
試聴スタイルの多様化と、若者にとっては全くの新しいメディアと捉
えた方が良いと考えます。
第二は、我国人口の減少影響が市場で顕在化することです。平成
27 年比で平成 37 年には日本の人口は約 800 万人の減少が予測さ
れています。団塊世代が既に一線を退き、且つ消費市場の主役からも
降りようとしています。これまでの国内のビジネスモデルはこれらの
大変化を十二分に組み込んでいる様には見えません。特にオーディオ
業界は備えが不十分と言えます。日本オーディオ協会はこれらに応え
るために、自ら市場創造に打って出る決意と新たな事業計画を発表し
ました。皆様方の深い理解とご支援をお願いしまして総会開催の御挨
拶させて頂きます。

◆日本オーディ協会事業計画概要
『市場創造を目指して』

日本オーディオ協会 平成 28 年度事業計画
1 基本方針
『国内における新たなオーディオ市場の創造を図る』
2 基本戦略
（1）ハイレゾにより新たなオーディオシーンを創造する。
①ハイレゾ新カテゴリー商品開発への啓発と訴求。
②現状カテゴリーのハイレゾ対応化による市場創造。
③アナログ、ピュアを含む試聴スタイル多様化による市場創造を図る。
（2）四つの事業軸と顧客セグメンテーションによる市場創造を図る。
①アナログからハイレゾまでの融合化。
②モバイルからカー・ホームまでの融合化。
③オーディオからビジュアルまでの融合化。
④ビギナーからマニアまでの融合化。
（3）新たな「オーディオの季節」を構築する。
①「オーディオの春」市場構築（春は新顧客開発とオリンピック需要
開拓）
（4）新たな顧客接点を構築する。
①新展示会の開催と地方展示会への支援。
② JAS カンファレンスの開催と JAS ジャーナルのオープン化。

日本オーディオ協会 平成 28 年度組織図

日本オーディ協会日本オーディ協会平成28年度委員会活動概要
全ての委員会活動は、健全な国内オーディオ市場の創造を図る。
（1）展示会実行委員会 「市場創造に相応しい“新しい展示会”の企
画開催と地域支援策の推進を行う」
（2）音のサロン委員会 「企業の枠を超えた“ハイエンド試聴会”
、
“女
性層など入門者試聴会”の企画開催を行う」
（3）
ネットワーク・オーディオ委員会 「ハイレゾ時代に相応しい
“ネッ
トワーク・オーディオの提案”と用語整理及び解説版の提案」
（4）カーオーディオ専門委員会 「車載機器のハイレゾ化提案による
市場創造を図る」
（5）ヘッドホン委員会 「ハイレゾ化対応測定基準の解説浸透と測定
スキームの確立、及び頭外定位の確立を図る」
（6）良い音委員会 「ハイレゾ時代に相応しい“良い音の条件”の指
針確立と啓発による健全な市場構築を行う」
（7）JAS ジャーナル編集委員会 「技術広報紙として公開化と、広範
な技術紹介による技術者及び企画者の啓発を行う」
（8）音の日委員会 「文化事業として引き続き“音の匠”の発掘と、
音楽録音に対する学生の啓発事業を推進する」
（9）プロジェクト・会議体・事務局 「カンファレンス開催、ハイレ
ゾ定義整理、ホームシアター市場研究、会員会費基準を見直す」

顧客接点の再構築について
“展示会の大改革”

＊問合せ先＊ 一般社団法人 日本オーディオ協会 事務局：村松
TEL:03-3448-1206 FAX:03-3448-1207
E-mail:jas@jas-audio.or.jp
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この 5 月、6 月に開催された各協会の総会及び行事を報告する。

◆一般社団法人日本ポストプロダクション協会
（以下 JPPA）は、

5 月 20 日（金）に第 6 回ファイルベースワークフロー補完セミナー
を開催した。セミナーの概要は以下のとおり。
テーマは、
『HDR ファイル納品と最新ストレージメディア』
◇セミナー概要（敬称略）
【最新ストレージメディアによる新しい 4K 映像制作ワークフロー】
・講師：IBM 東京ラボラトリー
【最新ストレージメディアテクノロジー】
1.LTO 技術について
・講師：日本ヒューレット・パッカード㈱ / 富士フイルム㈱
2.ODA 技術について ・講師：ソニー㈱
1. 複数マスターバージョン納品に対応する [IMF] について
・講師：Netflix
2. Ultra HD Blu-ray / 4K HDR 制作のポイント
・講師：パナソニック AVC ディスクサービス㈱ / パナソニック映像㈱
3.4K/HDR コンテンツの納品について ～ Netflix 社の場合～
・講師：Netflix
4. [ ファイル納品の今とこれから ] 精鋭エディターによるパネルディ
スカッション《登壇各社》
：㈱ IMAGICA/ ㈱ NHK メディアテクノロ
ジー / ㈱共同テレビジョン / ソニー PCL ㈱ / ㈱東京サウンド・プロ
ダクション / ㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ（順不同）

◆ SKIP シティ国際 D シネマ映画祭 2016

6 月 2 日（木）、都道府県会館 に於いて映画祭開催の記者発表が開
催された。
7 月 16 日（土）～ 24 日（日）に、13 回目の開催を迎える。コ
ンペティション部門は長編部門、短編部門、アニメーション部門の 3
部門を設け、今年は過去最多となる世界 88 の国と地域から 900 本
を超える応募があった。そのほか、オープニング作品をはじめとした
特別上映や、家族で楽しめるイベントなど、今年も盛りだくさんの内
容となっていると発表。
第 1 部では、主催者・各部門審査委員長挨拶、フォトセッションが行
われ、上田 清司（実行委員会会長 / 埼玉県知事）、奥ノ木 信夫（実行
委員会副会長 / 川口市長）、八木 信忠（映画祭総合プロデューサー）
岡田 裕（長編部門国際審査委員長 / アルゴ・ピクチャーズ代表）が登
壇され、厳正なる審査を経て、コンペティション部門ノミネート作品
をはじめとする全上映作品が決定したと発表。
更に、桝井 省志（短編部門審査委員長 / アルタミラピクチャーズ代
表取締役）、氷川 竜介（アニメーション部門審査委員長 / 明治大学大
学院客員教授）挨拶。本年ベルリン国際映画祭受賞作を含む、中国映
画 2 作品を特別招待作品として上映。 土川 勉（映画祭ディレクター）
第 2 部では、土川 勉氏により映画祭ラインナップが発表された。
オープニング作品『話す犬を、放す』に出演の、つみきみほさん、
田島令子さん、熊谷 まどか（オープニング作品『話す犬を、放す』監
督）が登壇。

5 月 27 日（金）青山ダイヤモンドホールにて、JPPA AWARDS
2016 贈賞式が行われ、経済産業大臣賞 1 作品及びグランプリ 2 作
品が発表された。
◆経済産業大臣賞 音響技術：TV ドキュメンタリー部門
『五島のトラさん ～父親と家族の 22 年～』 ㈱東京サウンド・プ
ロダクション 濱田 豊氏 渡辺 真衣氏
◆グランプリ 音響技術：情報・バラエティ・アニメ・その他番組部門
『深夜喫茶スジガネーゼ＃ 41』 ㈱ IMAGICA 小林 由愛子氏
映像技術：VFX 部門 『NHK スペシャル「生命大躍進」
』 NHK
生命大躍進 VFX チーム
アウォード贈賞式の後、総会記念パーティーが開催された。

氷川竜介氏・桝井省志氏・八木信忠氏・上田清司氏・奥ノ木信夫氏・岡田裕氏・土川勉

セミナー会場

総会記念パーティーで挨拶する
広岡会長

アウォード贈賞式、一般の部 受賞者の皆さん
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写真は左から、オープニング作品『話す犬を、放す』監督、熊谷まどか氏。出演の、つみき
みほさん、田島令子さん、土川勉
（映画祭ディレクター）


◆一般社団法人日本映画テレビ技術協会：第 69 回通常総会

一般社団法人日本映画テレビ技術協会は、2016 年６月２日（木）
に第６９回通常総会および第１回定例
理事会を竹橋・如水会館（東京・千代
田区）にて開催し、本年度の役員が決
定した。
会長には、武 田 信 二氏 ㈱ＴＢＳ
テレビ 代表取締役社長就任された。

会長に就任された、武田信二氏のご挨拶。中締めは、副会長、北出継哉氏㈱イマジカ・ロボッ
トホールディングス取締役常務執行役員。

◆一般社団法人 特別ラジオマイク運用調整機構：平成 28
年度通常総会、技術賞表彰式、セミナー開催

一般社団法人 特別ラジオマイク運用調整機構は、平成 28 年６月
10 日
（金）
中野サンプラザ
（東京・
中野区）に於いて平成 28 年度
通常総会、第 16 回技術賞表彰
式、セミナー及び懇親会をを開
催した。
セミナーでは、㈱ HNK メディ
アテクノロジービジネス開発部
の伊能秀夫氏により「試験放送
直前 8K・4K 基礎講座」が開催
された。

◆パ ナ ソ ニ ッ ク（AVC ネ ッ ト ワ ー ク ス 社 ）
：RAMSA
Auditoriumシリーズを発売

パナソニック システムネットワークス株式会社（代表者：片倉 達夫）
は、プロ用サウンド製品 RAMSA の新製品として、RAMSA( ラムサ )
Auditorium( オーディトリアム ) シリーズを 2016 年 9 月に発売。
RAMSA Auditorium シリーズは、ホール、劇場、スポーツ施設な
ど、幅広い施設で活用できるデジタルミキサー、デジタルアンプ、各
種スピーカーからなる設備音響機器のシリーズ。
音響システムを活用するイベント内容や用途は年々多様化してお
り、設備音響システムを構成する機器としてミキサーには柔軟性や操
作性が、アンプとスピーカーにはより大きな出力が求められている。
今回同社は RAMSA Auditorium シリーズとして、設備音響に対
する様々な要望に対応した、デジタルミキサー、デジタルアンプ、各
種スピーカーの、合計 12 機種を一斉に発売する事を発表した。
今後もサウンドシステム関連製品をさらに強化し、ますます多様化
するニーズに応えていくとしている。
＜主な特長＞
1. ミキサー：設備卓に必要なマトリクス出力を 16 系統備えたデジタ
ルコンソール型ミキサー
2. アンプ：過大入力時にも音を止めない高信頼ハイパワー デジタル
アンプ
3. スピーカー：音質と設置性を両立した AR シリーズとハイパワーの
HP シリーズ
品名：RAMSAAuditoriumシリーズ
製品：デジタルミキサー
タイプ：コンソール型、ラックマウント型、ミキサー操作ユニット
（WR-DX100 専用）
品番：WR-DX400、WR-DX100、WR-PU100
本体希望小売価格：オープン価格、オープン価格、オープン価格
製品：デジタルアンプ
タイプ：1000 W × 2 ch、560 W × 4 ch
品番：WP-DN700、WP-DN360
本体希望小売価格：500,000 円（税抜）
、400,000 円（税抜）
製品：スピーカー
タイプ：樹脂製・木製
品番：
（AR・HP各シリーズ）
本体希望小売価格：78,000 円（税抜）～ 270,000 円（税抜）
発売時期：2016 年 9 月
【問合せ先】 パナソニック システムお客様ご相談センター
電話 0120-878-410（受付：9 時～ 17 時 30 分＜土・日・祝日は受付のみ＞）

懇親会の会場では、第 16 回技術賞受賞者が紹介された。 写真上は、田中章夫理事長挨拶
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◆ ATV：
「4CHHDライブAVミキサーA-PRO-4」
及び
「8CH
マルチフォーマットビデオスイッチャー MS-8」を国内発
売した。

ATV 株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役会長 梯郁太
郎、代表取締役社長 室井誠）は、
「4CH HD ライブ AV ミキサー
A-PRO-4」及び「8CH マルチフォーマットビデオスイッチャー
MS-8」を 2016 年 6 月 8 日、国内発売した。
■ 4CH HD ライブ AV ミキサー A-PRO-4
インターネット
ライブ中継などの
リアルタイム情報
共有を支える、映
像と音声の中心と
なる、AV ミキサー
が A-PRO-4。
プロ仕様の SDI 入
力、コンシューマ
仕様の HDMI入力、
アナログビデオ入
力を装備。このう
ち 1 系統は、解像度やフレームレートを気にせず接続できる、スケー
ラーを搭載している。外部音源の入力もステレオ 1 系統を備えており、
中継に実況や音楽を加えることも簡単。
〔主な特徴〕
○イージーオペレーション
映像 4 ソースの切り替えは、初めてでもわかりやすいセレクトボタ
ン方式を採用。トランジションでの切り替えに便利な VIDEO フェー
ダーも装備している。オーディオ 5 系統のミックスには、100mm
ストロークの AUDIO LEVEL フェーダーを搭載。
○ 2K/60P までを 10Bit/4:4:4 処理
映像入力は、720 × 480/59.94i から 720P、1080i/P をフル
サポートするほか、最 . 2048 × 1080/60P まで対応する。内部
処理は 10bit/4:4:4 で、
プロジェクタや LED ディスプレイ使用時も、
色にじみのないクリアな映像を出力する。
○ USB3.0 でストリーミング出力
背面の USB 端子からは、インターネットのライブ中継に適した映
像および音声ストリームを出力する。PC/Mac からは USB カメラ相
当として認識し、USB3.0 接続時は最大 2048 × 1080/59.94P
まで出力可能。
○マルチフォーマット対応
映像入力の 4 番目には、映像の解像度が変換できるスケーラーを
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搭載している。本機のシステムフォーマットではない映像信号も、4
番目の入力端子に接続すれば、スケーラーが出力に合うフォーマット
に、自動的に変換する。
○外部同期対応
本機ではリファレンス入力として、ブラックバースト、2 値同期、
HD3 値同期信号が使用できる。本機を中心とした同期システムが構
築できるだけでなく、すでに稼動しているシステム内に、高品位サブ
スイッチャーとして導入することもできる。
〔製品概要〕
製品名：4CH HD ライブ AV ミキサー A-PRO-4
発売：2016 年 6 月 8 日
希望小売価格：450,000 円（税抜）
■ 8CH マルチフォーマットビデオスイッチャー MS-8
M S - 8 は 、
A-PRO-4 と同じス
ケーラーを内蔵し
た、シンプルな 8
チャンネルスイッ
チャーだ。異なっ
たフォーマットの
映像ソースであっ
ても、内蔵スケーラーにより、すべてのビジュアルをスマートにコン
トロールできる。外部音声入力もステレオ 2ch を装備。USB 端子か
らは、ライブ中継向けのストリームを出力します。
〔主な特徴〕
○マルチフォーマット対応
内蔵スケーラーで、すべての映像入力信号を最適なフォーマットに
自動変換。
○多彩な入力端子
SDI、HDMI、アナログ RGB、アナログ・コンポジット入力を各
2 系統ずつ装備。
○ USB3.0 出力搭載
USB3.0 端子からは、ライブ中継に適した高解像度の映像・音声
ストリームを出力。
○ 2K/60P を 10Bit/4:4:4 処理
映像入力は最大 2048 × 1080/60P まで対応。10bit/4:4:4 処
理で、色にじみのない映像を出力。
○外部同期対応
リファレンス入力により、既存システム内にサブスイッチャーとし
て導入可能。
〔製品概要〕
製品名：8CH マルチフォーマットビデオスイッチャー MS-8
発売：2016 年 6 月 8 日
希望小売価格：380,000 円（税抜）
【会社概要】商号：ATV 株式会社
代表者：代表取締役会長 梯郁太郎 / 代表取締役社長 室井誠
本社：静岡県浜松市北区細江町中川 888-340
設立：2013 年 5 月
事業内容：電子楽器・音響・映像の開発、設計および販売
資本金：1 億円
URL：http://www.atvcorporation.com
■ 報 道 関 係、 問 い 合 わ せ 先：ATV 株 式 会 社 営 業 部 渋 谷、 篠 原
TEL：03-5829-4919 E-mail:atv-pr@atvcorporation.com

◆伊藤忠ケーブルシステム株式会社と報映産業株式会社の統
合について

伊藤忠ケーブルシステム株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：
土屋 健二 / 以下「伊藤忠ケーブルシステム」
）と、子会社である報映
産業株式会社（東京都中央区 代表取締役社長：中谷 晃治 / 以下「報
映産業」
）は、2016 年 10 月 1 日付で統合する事になった。
尚、統合後の社名は伊藤忠ケーブルシステム株式会社となる。
伊藤忠ケーブルシステムは、映像・通信関連分野に特化し、国内外
の機器の設計・施工管理・保守メンテナンス迄の一貫した提供を強み
とするシステムインテグレーターで、今年会社創立 30 周年を迎える
が、過去 10 年以上に渡り、放送局向けのシステム構築ビジネスの拡
大を重点施策に掲げ成果を挙げている。
一方、報映産業は 42 年の歴史を持ち、東京の他国内に 4 か所の
営業所を有し、顧客のニーズに応えるきめ細かい営業とサポートを活
かして、主に放送局向けに映像・音響関連のシステム販売、スタジオ
設計並びに映像用テープ他の販売を行っている。
統合により、両社を合わせた幅広い顧客に対し、それぞれの強みを
より活かした機器・システムを提案し、新生伊藤忠ケーブルシステム
として、映像・音響分野のシステムインテグレーター事業の更なる強
化を図って行く。
■問合せ先：伊藤忠ケーブルシステム株式会社 経営企画部 井原
電話番号：03-6277-1830
e-mail：t.ihara@itochu-cable.co.jp
報映産業株式会社 管理部 安岡
電話番号：03-3274-7887
e-mail：kazuma.yasuoka@hoei.co.jp
■会社概要【伊藤忠ケーブルシステム株式会社】1986 年に伊藤忠
商事株式会社のケーブルテレビ関連の子会社として設立。国内外の有
力機器メーカーを扱い、主に映像・通信の分野において高度なノウハ
ウと豊富な実績を持つマルチベンダー SIer として、設計・施工管理、
アフターサービス迄を一貫して行う。現在ではケーブルテレビ業界の
みならず、CS/BS 放送局、地上波局、その他映像配信プロバイダや
通信会社向けにビジネスを拡大している。
HP URL：http://www.itochu-cable.co.jp/
【報映産業株式会社】1974 年に富士フイルム製品、特に映画用フイ
ルムを主に記録媒体を映画・TV 業界に販売する会社として設立。そ
の後、映像・音響機器販売、システム設計にも業容を拡大している。
地上波放送局、コンテンツ制作会社、映画会社などへの販路を強みと
し、国内外の 100 社近い優良メーカーとの取引基盤と独自のシステ
ム提案力を核として、事業拡大している。
HP URL：http://www.hoei.co.jp/

◆伊 藤忠ケーブルシステム：ProRes422HQ/DNxHR
HQX デコードに対応した XJive シリーズの新モデル「4K
UHDXJivePlayerPRO+」を、6 月 15 日より販売開始

伊藤忠ケーブルシステム株式会社（東京都品川区、代表取締役社
長 土屋 健二）は、ターボシステムズ株式会社（東京都千代田区、代
表取締役社長 谷口 剛 ）製 4K60P コンテンツ再生プレイヤー「4K
UHD XJive（エックスジャイブ）
」シリーズの新モデルとして、
ProRes 422 HQ、DNxHR HQX デコードに対応した「4K UHD
XJive Player PRO+」モデルの販売を、2016 年 6 月 15 日より開
始した。
「4K UHD XJive シリーズ」は、ターボシステムズ開発のファー
ムウェアを搭載し、4K(3840x2160) 60P コンテンツをスムーズ
に再生可能なコンパクトで高性能なプレイヤー装置。これまでの最上
位モデルであった「4K UHD XJive Player PRO」
（OTH072）は、

「4KUHDXJivePlayerPRO+」

H.264/AVC、HEVC Main/Main10/RExt(4:2:2, 10bit)、XAVC
に対応したマルチコーデックプレイヤーとして多くの方に利用されて
いる。今回発表した「4K UHD XJive Player PRO+」は、従来の
コーデックに加えて、映像業界で広く採用されている ProRes 422
HQ および DNxHR HQX コーデックに対応した。これにより、
「4K
UHD XJive Player PRO+」は、現在 4K コンテンツで採用されて
*1
いるメジャーなコーデック全てに対応したことになる。
今後も伊藤忠ケーブルシステムは、ターボシステムズと協力し、
4K/8K 映像市場の活性化に寄与するとともにさらなる高精細映像配
信サービスの発展に貢献する。
*1ProRes422HQ および DNxHRHQX を USB 経由で再生する場合は、USB3.1 接続
の SSD が必要。また、すべてのUSB3.1 接続 SSD での動作を保証するものではない。

■スペック詳細
4KUHDXJivePlayerPRO+
OTH077
・H.264/AVC
・H.265/HEVCMain、Main10、RExt(4:2:210bit)
・XAVC
・ProRes422HQ
・DNxHRHQX
オーディオコーデック ・AAC-LC16bit48kHz1ch/2ch/5.1ch
・PCM24bit/16bit
コンテナ
MPEG2TS（拡張子.ts）

MP4（拡張子.mp4）
MXF（拡張子.mxf）
MOV（拡張子.mov）
解像度 / フレームレート 3840x2160（60/59.94/50/30/29.97/25/23.98fps）

※ 2K コンテンツは 3840x2160へストレッチ出力可能
映像出力
HDMIx1（4:2:08bit）
※ SDI 搭載モデルは4:2:210bit 出力可能
型番
ビデオコーデック

筐体サイズ
付属品
電源容量
内蔵 SSD

350mm（幅）x99mm（高さ）x205mm（長さ）

本体、電源ケーブル、簡易ガイド、ユーザーライセンス、10 キー
最大 400W
500GB

■価格：オープンプライス（要問合わせ）
■製品ページ：4K UHD XJive Player
http://www.turbosystems.co.jp/xjive.html
■ターボシステムズ株式会社について
Linux や Android をはじめとするオープンソースのエキスパート
で、システム開発のプロフェッショナル集団。Linux OS のディス
トリビューターとして蓄積してきた多レイヤに渡る最先端の技術と
ナレッジをもとに、お客様に最適なソリューションを提供している。
2014 年 2 月発売の 4K UHD XJive Player は、ターボシステムズ
の技術力とスピード感で開発され刻々と進化をとげている。
HP URL：http://www.turbosystems.co.jp/
■購入・問合せ先：伊藤忠ケーブルシステム株式会社 メディアソ
リューション本部 ブロードキャスト営業部
電話番号 : 03-6277-1824
Mail: info@itochu-cable.co.jp
フォーム：https://www.itochu-cable.co.jp/contact/
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