
8
FDI・2018・11

InterBEE 2018 事前情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Inter BEE 2018 特別企画：INTER BEE CONNECTED
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Inter BEE では、日々進化するメディアとネットワークビジネスの最
新情報をプレゼンテーションする場として、幅広いメディア関係者を
コネクトする特別企画「INTER BEE CONNECTED （インタービー・
コネクテッド）」を実施します。今回は、メディアビジネスの最新動向を
集約したセッションを展開します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

INTER BEE CONNECTED 基調講演 
（※Web 上にて聴講予約が必要となります。）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ネットとテレビの境目からテレビ未来を語る」

日時：11 月 14 日（水）13：00 〜 14：30

会場：国際会議場 2 階「コンベンションホール A」

＊モデレータ：
　　塚本幹夫氏　㈱ワイズ・メディア 取締役 メディアストラテジスト）
　　　　　　　　フラー㈱ 常勤監査役（元フジテレビ IT 戦略担当局長）

＊パネリスト：
　　吉川圭三氏　㈱ドワンゴ エグゼクティブ・プロデューサー
　　　　　　　 　（元日本テレビ制作局専門局長）

　　朴  正義氏　㈱バスキュール 代表取締役 / クリエイティブディレクター

　　堀　  潤氏　NPO 法人 8bitNews 代表理事 ㈱ GARDEN 代表
　　　　　　　 （元 NHK アナウンサー）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INTER BEE CONNECTED 企画セッション

（※Web 上にて聴講予約が必要となります。）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「マルチスクリーン時代の 動画視聴者像 
～電通とビデオリサーチによる最新分析～」

会場：幕張メッセ・展示ホール7/INTER BEE CONNECTED 内オープンステージ

日時：11 月 14 日（水）10：30 〜 12：00

＊モデレータ：奥  律哉氏 ㈱電通  電通メディアイノベーションラボ 統括責任者

＊パネリスト：美和  晃氏 ㈱電通  電通メディアイノベーションラボ
 メディアイノベーション研究部長

　　　　　　　渡辺庸人氏 ㈱ビデオリサーチ ひと研究所 主任研究員

　　　　　　　石松俊之氏 ㈱ビデオリサーチ 
ソリューション事業局 エグゼクティブフェロー

--------------------------------------------------------------------------------------------

「進化する テレビ視聴ログデータ最前線」
日時：11 月 14 日（水）15：00 〜 16：00

＊モデレータ：須賀久彌氏 ㈱電通 ラジオテレビ局 局長補

＊パネリスト：松瀬俊一郎氏 ㈱テレビ朝日 営業局 
メディアマーケティング部 総括担当部長

　　　　　　　田中謙一郎氏 ㈱ HAROiD　取締役副社長

　　　　　　　佐保 学 氏  ソニーマーケティング㈱ ネットワーク
サービス部 ビジネスプラニングマネジャー

--------------------------------------------------------------------------------------------

「大学生に生で聞く メディア生活」
日時：11 月 14 日（水）16：30 〜 17：30

＊モデレータ：境   治 氏 メディアコンサルタント

＊パネリスト：小々馬敦氏 産業能率大学

　　　　　　　産業能率大学 学生

--------------------------------------------------------------------------------------------

「ラジオを止めるな！ ～進化し続ける radiko の取り組み」
日時：11 月 15 日（木）10：30 〜 11：30

＊モデレータ：掛原雅行氏 メディアアドバイザー / ラジオ NIKKEI 技術顧問

＊パネリスト：坂谷 温 氏 ㈱ radiko 業務推進室長

　　　　　　　金児洋一氏 ㈱ CBC ラジオ 技術部 副部長

--------------------------------------------------------------------------------------------

「テレビ局発の SVOD サービスは どこに向かうのか？」
日時：11 月 15 日（木）12：30 〜 14：00

＊モデレータ：塚本幹夫氏 ㈱ワイズ・メディア 取締役 メディアストラテジスト
　　　　　 　　　　　　　フラー㈱ 常勤監査役

＊パネリスト：
　　　高谷和男氏 HJ ホールディングス㈱ 取締役 編成部 部長

　　　高澤宏昌氏 ㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン
           コンテンツ局コンテンツ調達責任者 / チーフ・プロデューサー

InterBEE2018 ホール 4-4503
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　　　野村和生氏 ㈱フジテレビジョン 総合事業局 
　　コンテンツ事業センターコンテンツ事業室 部長職

--------------------------------------------------------------------------------------------

「スポーツ配信の 可能性はいま 2018 
～拡充してきた各種取り組み事例から～」

日時：11 月 15 日（木）14：30 〜 15：30

＊モデレータ：須澤壮太氏 ㈱ rtv 代表取締役

＊パネリスト：佐野 徹 氏 日本テレビ放送網㈱

--------------------------------------------------------------------------------------------

「「ショート動画」は テレビ局の次の主戦場になるか？」
日時：11 月 15 日（木）16：00 〜 17：00

＊モデレータ：安藤聖泰氏 ㈱ HAROiD 代表取締役社長

＊パネリスト：田中瑞人氏 日本放送協会 統括プロデューサー

　　　　　　　原 浩生 氏 日本テレビ放送網㈱ ICT 戦略本部

　　　　　　　橋本英明氏 ㈱フジテレビジョン 総合事業局 
コンテンツ事業室 主任

--------------------------------------------------------------------------------------------

「After Hours ！ ユーザ目線でのテレビの未来（仮）」
日時：11 月 15 日（木）17：30 〜 19：30

＊モデレータ：
　　倉又俊夫氏 日本放送協会 放送総局デジタルセンター・副部長

＊パネリスト：
　　安藤聖泰氏 ㈱ HAROiD 代表取締役社長

　　吉川昌孝氏  ㈱ 博報堂DYメディアパートナーズ 

メディア環境研究所 所長

　　蜷川新治郎氏 ㈱テレビ東京ホールディングス 
コンテンツ戦略局 企画推進部長

　　河瀬大作氏　㈱ NHK エンタープライズ 制作本部 番組開発 部長

＊会場側司会：境   治 氏 メディアコンサルタント

--------------------------------------------------------------------------------------------

「盛り上がる 放送局のオウンドメディア」
日時：11 月 16 日（金）10：30 〜 11：30

＊モデレータ：境   治 氏 メディアコンサルタント

＊パネリスト：本田光範氏 ㈱テレビ東京コミュニケーションズ 取締役
　　　　　 兼 テレビ東京 ライツビジネス本部 コンテンツ事業局ビジネス開発部

　　　　　　　西川章洋氏 讀賣テレビ放送㈱ 編成局東京宣伝部

　　　　　　　萩原慶太郎氏 ㈱ TBS ラジオ メディア推進局 
インターネット事業推進部 部長

--------------------------------------------------------------------------------------------

「ここまで来た テレビ番組の海外展開」
日時：11 月 16 日（金）12：00 〜 13：00

＊モデレータ：大場吾郎氏 佛教大学 社会学部 教授

＊パネリスト：杉山真喜人氏 ㈱TBSテレビ 
メディアビジネス局海外事業部・担当部長

　　　　　　　西山美樹子氏 日本テレビ放送網㈱ 
海外ビジネス推進室 海外事業部次長

　　　　　　　早川敬之氏 ㈱フジテレビジョン 
総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室

　　　　　　　井上修作氏 ㈱ABCインターナショナル 代表取締役社長

--------------------------------------------------------------------------------------------

「ローカルコンテンツ × 持続力のある地域創生」
日時：11 月 16 日（金）13：30 〜 15：00

＊モデレータ：吉川邦夫氏 日本放送協会 放送文化研究所 
メディア研究部 主任研究員

＊パネリスト：後藤一也氏 北海道文化放送㈱ 編成制作局 制作部 副部長

　　　　　　　大西康司氏 南海放送㈱ 取締役 専務執行役員

　　　　　　　植田昌之氏 高知さんさんテレビ ㈱ 常務取締役営業局長

--------------------------------------------------------------------------------------------

「2030 年 テレビは何ができるのか？ 
～ Society5.0 時代のメディアの役割～」

日時：11 月 16 日（金）15：30 〜 17：00

＊モデレータ：村上圭子氏 日本放送協会 放送文化研究所 
メディア研究部 研究主幹

＊パネリスト：曽我部真裕氏 京都大学 大学院法学研究科・教授

　　　　　　　宅見公志氏 となみ衛星通信テレビ㈱ 常務取締役

　　　　　　　花輪裕久氏 日本放送協会 報道局 社会番組部 
チーフ・プロデューサー

　　　　　　　切通啓一郎氏 ㈱南日本放送 編成局長兼編成部長

--------------------------------------------------------------------------------------------

INTER BEE CONNECTED 出展者：一般社団法人 IPTV フォーラム

／㈱アトラクター／ NHK ／テレビせとうち㈱／㈱トップ・クリエー

ション／㈱ HAROiD ／マルチスクリーン型放送研究会／ライムライ

ト・ネットワークス・ジャパン㈱
=======================================
最新情報および詳細は、公式 Website をご参照願います。

http：//www.inter-bee.com
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本 年 も「FOR-A World of Possibilities ( 無
限の可能性に向けて)」をメインテーマとして
継続しながら、ブース内を「局内信号分配/ 回
線」「スタジオ・ニュース」「グラフィックス」「ス
ポーツ」のアプリケーション分野に応じた4 つ
のエリアに分け、12G-SDI/IP 製品、HDR 対
応製品、グラフィックス関連製品、AI を活用し
た制作支援ソリューションなど、制作現場の多
様なニーズに対応可能な新製品/ソリューショ
ンを展示。
主な展示製品は以下の通り。
■局内信号分配/ 回線アプリケーション
12G-SDI/IP、グラフィックスなどの技術基盤
を活用することで実現する、局内信号分配設備
や回線センターに向けた製品/ ソリューショ
ンを展示。朋栄の最新の取り組みを紹介するプ
レゼンテーションも実施。
●総合管理制御ソフトウェア「SOM-100」

《NEW》：ベースバンド、IP を意識することな
く、各種機器を統合制御可能。
●12G 対 応 ル ー テ ィ ン グ ス イ ッ チ ャ ー 

「MFR-
6000」

《NEW》：
12G-SDI
入 出 力 で、
最 大144
入力×144
出力のマト
リクス構成
が可能。

●12G 対応ルーティングスイッチャー 「MFR-
1000」《NEW》：12G-SDI 入出力で、最大16
入力 x 16 出力のマトリクス構成が可能。

●ユニバーサルシステムフレーム用 各種USF
モジュール製品《NEW》：システム構築に欠か
せない各種12G-SDI 対応モジュールを追加。
●映像圧縮コーデックモジュール 「USF-106 
TICO-12G」《NEW》：TICO コーデックを使
用 し て 圧 縮/ 伸 長 を 行 い、4K UHD 映 像 を
3G-SDI で伝送可能。
■スタジオ・ニュースアプリケーション
4K、HDR、広色域などに対応したビデオスイッ
チャー、マルチビューワー、各種信号処理機器、
ファイルベース製品など、番組制作や報道制作
に不可欠な製品/ ソリューションを展示。
●12G-SDI 対応ビデオスイッチャー「HVS-
6000/6000M」《NEW》：全入力が12G-SDI
に標準対応した2M/E ビデオスイッチャー。
3M/E 構成に拡張可能。

●12G-SDI対応ビデオスイッチャー「HVS-
1200」《NEW》：12G-SDIに対応し、4K10
入力が可
能な小
型1M/
Eビデオ
スイッ
チャー。
●12G-SDI 対応シグナルプロセッサー 「FA-
9600」[ 新機能 ]：オプション搭載で4K+HD
の2 系統処理が可能なプロセッサー。新たに
SR Live for HDR、Video Payload ID 連動に
対応。SFP+ オプションも追加。
●12G-SDI/IP対応信号発生器「ESG-4200」 
( 朋栄エレテックス)《NEW》：12G-SDI 出力
/SMPTE 2022-6 IP 出力に対応した信号発
生器。2 系統出力に拡張でき、各系統ごとに独
立した制御、設定が可能。Video Payload ID
編集機能を搭載。
●タイムラグチェッカー 「EDD-5400」 ( 朋
栄エレテックス)《NEW》：テストタイムコー
ドで、映像遅延、音声遅延、音声チャネル間相対
遅延差、映像音声相対遅延差を測定。オプショ
ンで12G-SDI に対応。
●4K 対応遅延時間調整装置 「EDA-2000」  
( 朋栄エレテックス)《NEW》：3G/HD/SD-
SDI に対応し、映像と音声を同時または個別に
最大40 秒までの遅延設定が可能。Quad link 
3G-SDI 入力による、4K 入力にも対応。1 系
統入力時、最大 8 分配出力が可能。
●4K対応 LTOサーバー 「LTS-80」 《NEW》：
4K時代のアーカイブやバックアップをサポー
ト。最 大 転 送 速 度 300MB/ 秒 の LTO-8 ド
ライブで、最大記憶容量12TB( 非圧縮時) の
LTO-8 テープに記録。

●MXF 字幕ソフトウェア ( 朋栄IBE)《NEW》：
MXF ラッパー/ プレーヤー/ プロキシトラン
スコーダーのほか、音声認識技術を活用した字

幕制作支援機能、文字起こし支援機能を展示。
■グラフィックスアプリケーション
12G-SDI を搭載し、サイマル送出に対応した
テロップ製品や、フレキシブルなカメラ運用が
可能なバーチャルスタジオ製品を中心に、グラ
フィックスを活用する製品/ ソリューション
を展示。
●12G-SDI 対応スタンドアロン型キャラ
ク タ ー ジ ェ ネ レ ー タ ー「EzV-300-12G」

《NEW》：4K対応キャラクタージェネレーター

として、12G-SDI 対応モデルを追加。
■スポーツアプリケーション
スポーツ関連の製品/ ソリューションを展示。
高速度カメラや切り出し装置などを出展。輸入
製品として、中継関連機材や自動スポーツ番組
制作のソリューションも展示。
●12G-SDI 対応フル 4K 高速度カメラ 「FT-
ONE-SS4K」 《NEW》：2/3 インチイメージ
サークルに対応し、フル4K で1000 フレーム
のハイスピード撮影が可能。HDR/広色域にも
対応。
●H.265/HEVC モバイルトランスミッター 

「EnGo」 (Dejero 社) [ 新機能 ]
● IP ゲ ー ト ウ ェ イ 「GateWay Router」  
(Dejero社)《NEW》：3G/4G/LTE、Wi-Fi、イー
サネット、ポータブル衛星回線から最大8 つの
回線の帯域を束ねるボンディング機能を活用
したソリューション。映像伝送のEnGo と、モ
バイルブロードバンドインターネット回線を
実現するGateWay Router を紹介。
●自動スポーツ映像制作ソリューション 

「Pixellot Standard」( ピクセロット社)：高解
像度パノラマ映像から、シーンの切り出し、切
り出し位置の追随、ハイライトでズームアップ
する本格スポーツ番
組を、AI により自動生
成。（写真右）

朋　栄　　　　　　　　 ホール 3  3509

HVS-6000
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伊藤忠ケーブルシステム　　　　　　　　
＊＊＊映像制作／放送関連機材部門＊＊＊

■4K/8K ファイルベースワークフロー

フィルムスキャナから始まり、インジェスト/

トランスコード/ エディット/QC/ ストレージ/

アーカイブそして全体を管理するMAM の各種

取扱最新製品をフローで紹介。12 月からサー

ビスが始まる4K/HDR 関連のQC は特に注目。

■システム周辺機器

IHSE KVM システム：信頼と実績の KVM シ

ステムを出展。従来製品群に加えて, 1セットの

キーボードマウスで最大8 台の PC を操作出来

るU-Switchを展示。またファイルワークフロー

のシステムは全てIHSE 製品で延長している。

Cobalt Digital SDR-HDR コ ン バ ー タ：

OPENGear プラットフォームに対応した 4K

対応アップダウンクロスコンバータを出展。オ

プション機能で Technicolor 社のアルゴリ

ズムを使用し, SDR to HDR そしてHDR to 

SDR のコンバートを可能にした。その他 PC

モジュールも国内初登場する。

Apantac マ ル チ ビ ュ ー ワ ー：4K 対 応 の

HDMI 入力マルチビューワーを出展。マルチ

ビューワー機能に加え、KVM 機能を持ってお

り、複数のPC 画面をマルチビューで監視をし

ながら、必要に応じて任意のPC 操作も可能に

した。

■OTT 配信プラットフォーム

次世代OTTワークフロー ： 入力から監視・マネ

タイズ・ 配信ネットワークまで一連のインテグ

レーション例をワークフローに沿って紹介。

Bitmovin エンコーディング：オンプレミス・

クラウド両対応の高性能エンコーディングソ

リューションを、同社の特長である分散処理を

中心に紹介。

視聴端末間のシンクロ再生/CDN 最適化：

・ Sync Live OTT： 低遅延かつ端末ごとの配

信映像のバラつきを完全に解消するユニーク

かつ実用的なソリューションを紹介。

・ Web RTC：配信ネットワーク（CDN）と

併用するP2P 配信技術。映像品質の向上と

CDN コスト低減が可能となる。

サーバーサイドダイナミック広告挿入：リニア

／ライブ配信においてテレビと同じ感覚で広

告を差し込むことができる、同時接続への耐性

の高いYOSPACE 社サーバーサイド広告挿入

サービスを紹介する。

Haivision SRT： オープンソース化され、パケ

ロス時の再送要求プロトコルとして急速に普

及しているSRT の特長、採用事例をデモ映像

を交えながら紹介する。

■リモートプロダクション、SDI over IP/4K/ 

　8K伝送ソリューション

映像伝送分野では話題のリモートプロダク

シ ョ ン、SDI over IP/4K/8K 伝 送 ソ リ ュ ー

ションの紹介を行う。

■クラウド ＆ AI ソリューション

・【新製品】ICS が新たに展開するSaaS 型ク

ラウドサービス“eVERY ( エブリ)”の紹介。

eVERY 上で動画素材の品質チェック、スト

レージ、アーカイブまでを実演する。

・スポーツのライブ映像制作を無人化。4 眼マル

チカメラとAI によるカメラワークで自動撮影・

編集を可能としたソリューションを紹介する。

＊＊＊プロオーディオ 部門展示エリア＊＊＊

AMS Neve 社： DAW 一体型スモール・アナ

ログコンソール｢Genesys Black｣ を展示。

MORSON( ㈱モアソンジャパン)： BWF-J に

対応した音声編集・ポン出しアプリケーション

を展示する。

映像制作 / 放送関連機材部門 ホール 3  3217
プロオーディオ部門 　         ホール 2  2205

ハーディング次世代フォーマット
（4K/8K/HDR）対応
オプション製品群リリース

ハーディング次世代フォーマット
（4K/8K/HDR）対応
オプション製品群リリース

〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-20-14　高輪パークタワー
 TEL 03-6277-1851　　
 https://www.itochu-cable.co.jp/クロスメディアソリューション本部

HFPA-Desktop

HFPA-Server

HFPA-FX

HFPA-Viewer

テープベース、ファイルベース

ファイルベース

プラグインソフトウェア

専用ビューワー

シングルユーザー向けターンキーシステム

サーバ／クライアント型
ネットワークパッケージソリューション

Avid-FX    Avid用プラグインソフトウェア

EDIUS-FX  EDIUS用プラグインソフトウェア

解析結果閲覧用専用ビューワー

■ PDF レポート

■ HFPA-Desktop 操作画面

「光過敏性発作(Photosensi t ive  Epi lepsy:PSE)」発症の可能性があるとさ
れている動画シーケンスの解析、評価を行うフラッシュ・アンド・パターン・アナラ
イザソフトウェア製品として、パカパカチェッカーの業界標準ハーディングFPA
シリーズに4K/8K/HDRに対応した解析を行うためのオプションソフトウェアが
リリースされます。ケンブリッジリサーチシステムズ社が今まで培ってきた経験と
実績をベースに開発をした製品群は、既にリリースされているハーディング製品
にライセンス追加という形でオプション設定されますので、今お使いのシステムを
無駄にすることなく次世代フォーマットに対応することが可能になります。

ハーディングオプション製品群

4Kオプション：4K解像度のファイル解析が可能になります。
8Kオプション：8K解像度のファイル解析が可能になります。
HDRオプション：HDRコンテンツ（PQ、HLG)に対応した解析が可能になります。
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リーダー電子　　　　　　　　
  新製品の 4K 対応波形モニター / ラスタライ
ザー「ZEN シリーズ」 を中⼼に、12G-SDI、
6G-SDI、IP、HDR、PTP など多様化する放送
規格に対応する製品を⼀堂に展示｡
　ブース内にてHDR 概要、IP 伝送概要、ZEN
シリーズを紹介するプレゼンテーションを行
なうほか、参考出品として8K 対応波形モニ
ター、8K 対応ビデオジェネレーター、4K/8K
対応シグナルレベルメーターなどの8K 対応
製品の展示を行なう。
　主な出品製品は以下のとおり。　

《新製品》 2K/4K/IP/4 入力波形モニター
「LV5600」

4K/HD/SD-SDI 信号およびHD/SD のIP 信

号に対応したハイブリッドタイプの波形モニ

ターで、以下のような特長をもつ。

• SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI,12G-SDIシング

ルリンク、3G-SDI デュアルリンク/クワッド

リンク、 HD-SDIクワッドリンク、 IP (ビデオ

オーバーIP) と、多彩な信号入力に対応してい

る。

• タッチパネル機能搭載の７インチフルHD パ

ネルを採用し、優れた操作性を実現。

• SD-SDI から12G-SDI までSDI 信号の物理

層測定であるアイパターン表示、ジッター表

示が可能。

• 入力信号のビデオ信号波形、ベクトル波形、ピ

クチャーなど様々なアイテムをお好みのサイ

ズで自由な位置にレイアウトが可能。

• SDI 信号発生機能では、SDI 信号発生をHD-

SDI から12G-SDI まで対応。

• HDR 信号のレベル監視やOOTF を考慮した

ディスプレイにおける想定輝度(cd/m2) での

レベル管理が可能。

• 映像信号と音声信号の時間差を測定するリッ

プシンク測定機能があり、オプションのジェネ

レーター機能は、リファレンスとなるリップシ

ンクパターンの出力が可能である。

《新製品》 2K/4K/2 入力波形モニター   
「LV5300(EYE 付き)/LV5350(EYE なし)」

バッテリー駆動が可能でコンパクトな3U の
筐体に７インチタッチスクリーンディスプレ
イを備えた波形モニターで、「LV5600」との

大きな違いは信号入力数であるものの、 SD-
SDI,HD-SDI, 3G-SDI,12G-SDI シ ン グ ル
リンクの信号入力に対応していること。
優れた操作性、 カスタマイズ可能なレイアウ
ト、SDI 信号発生機能、HDR、フォーカスアシ
ストなどの機能は「LV5600」と共通で、「LV 
5300」は「LV5600」と同様にSD-SDI から
12G-SDIまでSDI信号の物理層測定であるア
イパターン表示、ジッター表示が可能である。
---------------------------------------------------------------
《新製品》 2K/4K/2 入力 ラスタライザー

「LV7300」

1U ハーフラックサイズのラスタライザーで、

コンパクトながら12G-SDI までのアイパター

ン測定に対応する。

• SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI,12G-SDI シ ン グ

ルリンクに対応。

• SD-SDI から12G-SDI までSDI 信号の物理

層測定であるアイパターン表示、ジッター表

示が可能。

• 入力信号のビデオ信号波形、ベクトル波形、ピ

クチャーなど様々なアイテムをお好みのサイ

ズで自由な位置にレイアウト可能。

 SDI 信号発生機能ではSDI 信号発生をHD-

SDI から12G-SDI まで対応。

• HDR 信号のレベル監視やOOTF を考慮した

ディスプレイにおける想定輝度(cd/m2) で

のレベル管理が可能。

• 非線形超解像技術を応用した新しいフォーカ

ス検出アルゴリズムを開発し、従来、検出の難

しかった低コントラストの映像でも、感度良

くフォーカスを検出可能。

• 波形/ ベクトル/ ピクチャー/ オーディオ/ ア

ナライズ/ ジェネレーター機能

• 1U ハーフサイズ

•  電源：DC10V 〜DC18V
---------------------------------------------------------------

《新製品》 2K/4K/IP/4 入力ラスタライザー

「LV7600」

4K/HD/SD-SDI 信号およびHD/SD のIP 信

号に対応したハイブリッドタイプのラスタラ

イザー。 1U フルラックの筐体にLV5600 と

同じ機能を備えている。

・SDI ＆IP ハイブリッド

・波形/ ベクトル/ ピクチャー/ オーディオ/ ア

ナライズ/ ジェネレーター機能

・1U フルラックサイズ
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

ホール 6  6405

《新製品》ジェネレーター「LT4611」

・ アナログブラック同期信号出力
・ ゲンロック機能　・ 2 重化電源

チェンジオーバー「LT4448」

・ 入出力BNC11 組、LTC のチャンネル

・ 対応信号：SDI 信号､NTSC /PAL ブラッ 

クバースト信号、HD3 値同期信号、AES/

EBU デジタルオーディオ信号

・ ワードクロック信号、LTC 信号・2 重化電源・

異常アラーム

＊対応機種：LT4600A、 LT4610、 LT4611

高性能 IPトラフィック監視装置「VB440」

ポータブル

アナライザー+

 ジェネレーター

「PHABRIX TAGC」
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EDIUS 9

グラスバレー　　　　　　　　
ライブプロダクション、ニュースにおける

“Content Your Way”を実現するための各種
ソリューションおよび、それらを結ぶネット
ワーキング製品群を紹介。SDI/IP ネットワー
キング、4K UHD、HDR やWCG などに対応し
た同社の最新の製品により、様々な要件に最適
な制作／管理／配信環境を提供する。
■ カラーグレーディング＆フィニッシング「Rio 
4K」：Rio は高いリアルタイム性能とファイル
ベース・ワークフローの完全な統合により、生
産性の高いポストワークフローを実現する。

■ 4K HDR 対応ノンリニア編集システム
「EDIUS 9」：圧倒的なリアルタイム編集を誇
るEDIUS の最新バージョンEDIUS 9。

“Cloud Ready” をテーマにクラウドサービス
と連携した新しい業務用ワークフローの提案。 
Log 素材を最大限に活かしたHDR 編集の機
能拡張と最適化されたエクスポーターを搭載。

■ ロボティックカメラシステム「RS-LDX」：
LDX コンパクトシリーズ のすべての機能を
活用可能なロボティックカメラソリューショ
ン。コントロールパネルから雲台、カメラ、レン
ズの完全なコントロールが可能で、プロンプ
ターやエレベーターなど様々なオプションと
の組み合わせに
よるカスタマイ
ズが可能。

------------------------------------------------ ---
--------------
動 き 補 償 型 フ レ ー ム レ ー ト コ ン バ ー タ

「Alchemist Live」：Alchemist Live は、アー
チファクトのない完璧な動き補償型フレーム
レート変換が可能。世界的に認められた変換品

質がライブメディアの
シームレスなグローバ
ル配信を実現する。

Live Production ------------------------------------
カメラ：「LDX 86N」／ロボティックカメラシ
ステム：「RS-LDX（LDX C82）」／プロダク
ションスイッチャー：「Kula」／リプレイシス
テム：「LiveTouch」／動き補償型フレームレー
トコンバータ：「Alchemist Live」／高画質
UHD コンバータ：「Kudos Pro UHD1200」

Networking --------------------------------------------
IP モ ジ ュ ラ ー：「IQ Modular（IQMIX40、
IQUCP25）」／IP マルチビューワー：「MV-
820-IP」

News & Editing --------------------------------------
カラーグレーディング＆フィニッシング：「Rio 
4K」／編集システム：「EDIUS（HDWS 4K3 
Elite、REXCEED Z4000）」／クラウド編集
システム：「EDIUS Cloud」／ディスクレコー
ダー：「T2 4K Elite」

ホール 3  3506

■4K 対応デジタルディスクレコーダー/ プ
レ ー ヤ ー「T2 4K Series」：最 新 の 技 術 を
結集した「T2 4K シリーズ」は、4K（DCI/
UHD）、HD、SD に対応したデジタルディスク
レコーダー。イベント、放送、編集の現場で必要
とされる機能を、ハードな使用に堪える頑丈さ
とともに凝縮。無限の可能性と高いコストパ
フォーマンスを約束する。
入出力インターフェースには、3G-SDI ｘ4 を
備え、4K（2160p）での運用だけでなく、HD

（1080p/1080i）での運用にも対応してい
る。本体前面には、7 インチ大型タッチパネル
液晶と操作ボタン、ジョグ/ シャトルを搭載し、
基本的な操作はフロントパネルだけで行える。
さらに、外部ディスプレイとキーボード＆マウ
スを接続した「ワークステーションモード」で
は、より直感的にかつスピーディーに操作が可
能である。
収 録/ 再 生 時 の 特 長：4K(2160p) で の 収
録 に 対 応 (4K:1 入 力 0 出 力 モ ー ド 時) ／
4K(2160p) での再生に対応 (4K:0 入力 1
出力モード時) ／HD(1080p/1080i) での
収録および再生に対応 (HD:1 入力2 出力モー
ド時) ／HD の1 チャンネル収録と 2 チャン
ネル再生が独立して同時に動作可能／HD の

2 チャンネルの同期再生 ( キー/ フィル再生
を含む) ／HD の収録中の映像を追っかけ再生
／HD720p とHD1080p/i 間のクロスコン
バージョン再生／外部ストレージへの直接収
録／スケジュール収録
インポート/ エクスポート時の特長：様々な
フォーマットを再生可能 ( ネイティブイン
ポ ー ト お よ び Grass Valley HQX へ の ト
ランスコードインポート) ／FTP による双
方向ファイル転送／ウォッチフォルダーに
よるインポート／ソニー XDCAM ドライブ 
(PDW-U1/PDW-U2) へのエクスポート
編集時の特長：In 点とOut 点の設定とトリ
ミング／コメント付きマーカーの追加、編集、
削除／プレイリストの作成と再生（トリミン
グ、エフェクト設定、エンドアクション設定、
プレースホルダー、プレイリストの一本化）
／T2 のデータドライブのネットワーク共有
化（ダイレクトアクセス機能）による収録中ク
リップの時差編集に対応 (Elite モデルのみ)
／ AVI (Grass Valley HQX) お よ び MXF 
(XDCAM) ／ 収 録 中 の AVI (Grass Valley 
HQX) を CIFS エクスポート／収録中の MXF 
(XDCAM) を FTP エクスポート／exFAT 形
式でフォーマットされたドライブの認識

フロントパネルモード：7 インチ大型タッチ
パネル液晶とジョグ / シャトルを使用した直
感的かつスピーディーな操作／ワークステー
ションモード／キーボード、マウス、外部モニ
ターによる操作が可能なワークステーション
モード／キーボードショートカットおよびマ
ウス操作のカスタマイズ
リモート：GPI、RS-422、Network (AMP) に
よる各種外部機器との接続および制御／GPI 
入力 または RS-422 リモート制御による複
数台の T2 の同期再生が可能／入力タイム
コードと同期した再生が可能（タイムコード
チェイス）
デバイス：SDI エンベデットオーディオ (8 
チャンネル) ／当社基準の落下、振動試験を
クリアした堅牢な筐体／リダンダント電源  
(Elite モデルのみ) ／メディアカードリーダー 
— SD, SD (UHS-II), CF, SxS, 2.5 イ ン チ 
SSD  (Elite モデルのみ)

RIO 4K

RS-LDX
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パナソニックは、世界初※1) の 8K 有機セン
サーを搭載した、8K カメラシステムを開発。
2019 年秋の発売を予定しており※2）、同展に
て参考出品する。
8K マルチパーパスカメラ「AK-SHB810」は
PL レンズマウントを採用した小型軽量のボッ
クスタイプカメラ。世界初となる 8K 有機セン
サーを搭載。有機薄膜を光電変換部に用いた積

層構造により、効率的な光電変換と電荷蓄積を
両立。 8K の高解像度で明暗差に対応する広ダ
イナミックレンジ、スキュー歪やフラッシュバ
ンドの無いグローバルシャッター※3)、電子ND
フィルター機能を実現した。
カメラユニットと、光ファイバーケーブルで接
続するイメージプロセッシングユニット「AK-
SHU810」からは、8K/4K/HD の映像出力が
可能。従来以上に高画質な8K 映像と小型軽量
なマルチパーパスカメラの汎用性により、放送
と映像制作の幅広い用途に対応する。

主な特長は、①8K 高解像度で明暗差に対応し
た広いダイナミックレンジを実現 ②グロー
バルシャッター（全画素同時露光）によりス
キュー歪、フラッシュバンドを防止 ③簡易的
な電子ND フィルター機能を搭載し、撮影の自
由度が向上
同社では、昨年には 8K スーパーハイビジョン
レコーダー「AJ-ZS0580」 を発売するなど 
8K 機器の開発・提供を進めてきた。今後とも
2020 年を見据え、実運用に耐えうる4K/8K
機器・システムを開発し、放送制作の高画質化
および放送業務の効率化をサポートし、放送業
界の発展に貢献していく。
※1：2018 年10 月現在当社調べ。有機薄膜を光電変換部に

用いた蓄積構造の画像処理センサーとして。
※2：受注から納品まで約半年のお時間を頂きます。
※3：グローバルシャッターはシャッタースピードが1/120

より高速の場合のみ動作します。

パナソニック ホール 5  5408

＜Riedel Communications ＞
Riedel 社 か ら は ワ イ ヤ レ ス イ ン カ ム 

「Bolero」のスタンドアローンヴァージョンが
登場。アーティストイ
ンカムフレームを使用
せず「Bolero」の運用が
可能になる。
また、レバーキーを搭
載した次世代インカム
端末 「RSP-1232」、
ST-2110 対応となった 

「Micron IP」など多くの
新製品を展示予定。

＜OTARI LWB ＞
600 台をこえる国内導入数をもつ LWB がつ
いにメジャーアップデート。可搬型の 「LWB-
24」、据え置き型の「LWB-72」が登場予定。

＜PMC ＞
今年から取り扱いを開始した英国 PMC 社か
らはラージ・モニターの 「QB1-A」が国内初登
場。英 国
メトロポ
リススタ
ジオや米
国キャピ
トルスタ
ジオなど
が導入し
た新世代
のメイン
モニタリ
ングシス

テム。他に３ウェイミッドレンジの IB1S-A、
ニアフィールドの「twotwo」シリーズなど多
彩なラインナップを展示予定。

＜D&b audiotechnik>
新たな大型ラインア
レイSL シリーズを展
示予定。

『SL-Series』 は 究
極 の 大 型 ラ イ ン ア
レ イ を 設 計 す る と
い う 目 的 の も と に
開 発。そ れ ぞ れ 80
度 と120 度 の 水 平
デ ィ ス パ ー ジ ョ ン
を 持 つ「GSL8」と

「GSL12」を ラ イ ン
ナップ。このラインア
レイ・モジュールは、
低域のカーディオイ
ド技術を含む技術の
融合によって全帯域
で一貫した指向特性
を生み出す。

オタリテック ホール 2   2214/2217

Riedel Bolero

Riedel RSP-1232

PMC QB1-A

OTARI  LWB

LAWO_mc2 56mk3

＜LAWO ＞
LAWO 社コンソールの中でも最大の導入数を持つ 

「mc256」が SMPTE 2110、AES67/RAVENNA へネ
イティブにフルサポートし最新第３世代ヴァージョンと
して国内初お披露目。他にフラッグシップ・コンソール

「mc296」、mc2 シリーズで最もコンパクトな「mc236」
など例年以上のラインナップで展示を予定。

本年は例年よりも展示スペースを拡充し、新製品、今年から取り扱いを開始した新規ブランドなど多くの製品を出展した。
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「8Kオンライン・フィニッシング・システム」
「超高速共有スケールアウト・ストレージ」「ファ
イル収録& ファイル変換」「HD/4K ノンリニ
ア編集」「『AI』機能/ コンテンツアーカイブ&
プレイアウト」「4K LED ディスプレイ」など、
次世代の映像制作に欠かせない最新ソリュー
ションをトータルで紹介。
8K オンライン・フィニッシング・システム
●  SGO Mistika
Mistika は、オンライン編集、VFX、カラーグ
レーディング、S3D、VR、デリバリーをひとつ
のシステムにおさめたトータルポストプロダ
クションシステム。HD、2K、4K、8K 編集作業
を、スピードや正確性を発揮しながら、完璧な
仕上がりを提供する。
ブースでは「8K スーパーハイビジョンでの
ポストプロダクションワークフロー」を紹介す
る。

超高速共有スケールアウト・ストレージ
●  Quantum Xcellis スケールアウト NAS
Xcellis スケールアウト NAS は、組織の収益
と製品がデータを中心に成り立っているハイ
バリュー・データ環境のニーズに包括的に応え
る業界初のストレージ・ソリューション。業界
をリードするクアンタムのスケールアウト共
有ワークフロー・ストレージ・プラットフォー
ムの最新進化形である Xcellis スケールアウ
ト NAS は、現代のデータ成長に対処するため

に組織が求めるエンタープライズ NAS の管
理機能と堅牢な機能およびコスト効率の高い
スケーリングを提供するよう設計されている。

ファイル収録& ファイル変換
●  コストパフォーマンスと柔軟性に優れた
　ファイルベースソリューション
インジェストシステムとして「Dalet Brio」、

「Avid Fast Serve」、「Metus Ingest」を 同
時に紹介。自社開発のAMX 制御によるバッ
クアップ収録システムとの連携や、ファイ
ル ベ ー ス 管 理 シ ス テ ム「Dalet Galaxy」、
ファイルトランスコードシステム「Dalet 
AmberFin」を合わせて紹介する。また、ファ
イル転送システム等を用いた効率的で柔軟な
ファイルベースソリューションを提案する。
HD/4K ノンリニア編集
●  マルチアプリケーションターンキー「Media 
comporser/Premiere/DaVinci」 ●  共有ス
トレージ「Avid NEXIS | E4」 ●  オーディオ編
集システム「Avid Protools HD/S3」
4K/HDR 制作まで対応した、マルチアプリ

ケーションワークフローを紹介。NEXIS ｜E4 
を中心に、映像からオーディオ編集まで一貫
して効率のよい制作が可能となる。ProTools
コ ー ナ ー で は、iZotope RX6、Video Slave 
Pro など各種プラグインを展示紹介し、ユー
ザーの要望に沿った編集システムを提案する。

「AI」機能/コンテンツアーカイブ&プレイアウト
●  DaAlps
DaAlps は、
さまざまな
データを登
録、管理、解
析（AI） し、
コンテンツ
をフル活用
するプラットフォーム。最新ODA（ソニー光
ディスク）に対応したアーカイブ用途やプレイ
アウト（送出）も構築可能。素材管理ではメタ
のコメント入力に加え、動画素材内の文字スー
パーを「AI 解析」し、自動でメタ抽出する便利
機能を搭載。クラウドサービスによる音声解析
も実装可能。プレイアウトは、コンテンツのプ
レイリストや機器制御を可能としたローコス
トなシステム構築を実現する。
4K LED ディスプレイ
●  CreateLED 1.2mm Pitch LED Panel.
CreateLED は、国内外問わず多数の導入実
績を誇り、現在注目されている高輝度・広視野
角の屋内用狭ピッチLED システム。高いレベ
ルの色再現性・コントラストを実現し、様々な
場所・用途で空間を演出する事が可能。今回は
1.2mmPitchLED を220Inch 4K 解像度に
て展示する。

共信コミュニケーションズ ホール 7  7513

新製品12×10 ポータブルデジタルオーディ
オミキサー、MADI および22.2ch 音響関連
機器、音声比較／無音検知 AES チェンジオー
バーユニット、3G 対応SDI オーディオモニ
ターユニットを中心に展示。
12×10 ポータブルデジタルオーディオミキ
サー「PMX-1210」は、フレキシブルで柔軟

性に富んだデジタルミキサーでありながら、ア
ナログミキサーの直感的な操作性をも兼ね備
えた、コストパフォーマンスに優れた製品。当
日は実機展示を行う。
MADI および22.2ch 音響関連機器としては、
MADI を直接入力してオーディオモニター可
能な MADI オーディオモニター「MS-564」

ならびに22.2ch ＋5.1ch ＋2ch を同時ラ
ウドネス計測可能な22.2ch 音響ラウドネス
メータユニット「LM-22」を展示する。
また、主回線と予備回線などの音声比較の結
果、無音を検知する事で自動チェンジオーバー
動作を設定できる「AC-716」、3G/HD/SD-
SDI オーディオモニターユニットでVU メー
タ搭載の「MS-822V」およびコンパクト可搬
型「MS-832」も併せてご覧ください。

フォービット

12×10ポータブルデジタルオーディオミキサー「PMX-1210」

「MS-564」

「AC-716」

ホール 1  1409

「MS-822V」
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《NEW》 ADAM AUDIO「T5V」：T5V は 非
常に手頃な価格の 2 ウェイ・モニターで、自宅
スタジオや小規模なコントロールルームに最
適な製品。 T5V は5 インチのウーファーを搭
載しており、45Hz まで伸びた低域再生能力を
持っている。新たに開発された U-ART ツイー
ターには、ADAM Audio のフラッグシップ
S シリーズモニターでも使用されているHPS

（High-frequency Propagation System）と
同様のウェーブガイドが使用されており、高域
における均一な放射特性が実現されることで、
非常に広いスイートスポットを提供する。これ
により、限られたリスニングポジションに縛ら
れることなく、自由に作業を行うことができ
る。 

《NEW》 ADAM AUDIO「T7V」：T7V は
ニアフィールド環境での縦置き使用を念頭

にデザインされた 2 ウェイ・スタジオモニ
ター。 T7V には7 インチのウーファーが搭
載されており、39Hz までの低域再生が可能。
高域の再生にはU-ART トゥイーターが使用
されており、最高25kHz までの高域再生を
提 供 す る。U-ART ツ イ ー タ ー に は、ADAM 
Audio のフラッグシップS シリーズモニター
でも使用されている HPS（High-frequency 
Propagation System）と同様のウェーブガ
イドが使用されており、高域における均一な放
射特性が実現されることで、非常に広いスイー
トスポットを提供する。これにより、限られた
リスニングポジションに縛られることなく、自
由に作業を行うことができる。 
S2V - ニアフィールドモニター「S2V」：S2V
は、小規模から中規模のコントロールルーム
に適したクラシカルな2 ウェイ・ニアフィー

ルドモニター。 S シリーズのために新開発さ
れた7 インチの低域ドライバーが35Hz 〜
3kHz の帯域を担い、力強く歪みの無いクリア
な低域を豊かなダイナミックレンジで再生す
る。また、慎重な改良が施されたS-ART ツイー
ターは新開発のHPS ウェーブガイドと調和し
て働き、非常に精密な音像定位を広々としたス
イートスポットで提供する。 そのコンパクト
なサイズとは裏腹に、S2V は強力なパワーを
誇る。350W のD 級アンプがウーファーを駆
動し、100W のAB 級アンプがS-ART ツイー
ターを駆動します。最大SPL はペアで120dB

（ペア）にもなる。 S シリーズに搭載されたカ
スタムデザインのDSP は、最適なクロスオー
バー設定によって幅広い周波数レンジにおけ
るリニアかつフラットな応答特性を実現する
だけでなく、ユーザー設定が可能なEQ とルー
ムアコースティクスに適応するボイシング／
チューニング機能を提供する。過大入力に対す
る高域リミッター機能、AES3 デジタル入力、
そして将来的な拡張オプションなどの機能も
備えたこのDSP は、備え付けのUSB ポートよ
りソフトウェアのアップデートも可能となっ
ており、スピーカーをコンピュータに接続する
ことでDSP 機能の制御をコンピュータ上のソ
フトウェアからも行うことができる。 

コンチネンタルファーイースト

S2VT5V/T7V

ホール 1   1514
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コミュニティ局用 FM 送信機「SA-200」、
コミュニティ局用電力増幅器「PA-200」、コ
ミュニティ局用変調器「EX-200」、音声分配
器（無音検知機能付・非常用音声割込可能）

「ADA-100」、自動音声切替器「AS-100」、
300WFM 送 信 機「SA-300-300-SE」、FM
受信機「MR-200」、FM 中継局用ラック1 式・
及び演奏所側リモコン「TC-100」操作画面、
基幹局用リモコン「TC-500」、緊急地震速報
配信器「ER-100」、可搬型臨時災害放送局Ｆ
Ｍ送信装置「TD-100」などを出展する。
■20W FM 送信機 「SA-200」：主にコミュ
ニティーFM 放送に使用する出力20W の送信
機で、送信部には大電力のPOWER MOSFET
を採用し、出力余裕を十分持たせ、連続送信に

余裕を持って耐えうる設計となっている。豊
富なプロテクション回路を搭載し、内的、外的
に発生するストレスから回路を保護する。通
常の音声入力の他、コンポジット信号の入力
が可能。ステレオ変調器、パワーアンプ、電源
部を全て一体化している。

■無音検知・非常用音声切替機能付き音声分
配器「ADA-100」：コミュニティーFM 放送

に使用する音声分配器で、FM 送信機を２台方
式で運用する場合に使用し、1 号/2 号のFM
送信機へ音声信号を分配供給する音声分配器
である。音声入力は、本線(NORMAL) と非常
用(EMG) の２系統を設け、切替は前面パネル
のスイッチによる手動切替及び外部制御信号
による切替が可能。送信機１号用及び２号用
の２分配出力。入力音声を監視する無音検知
回路を内蔵し、検知時に接点を出力。前面パネ
ルより音声レベルの調整が可能。前面パネル
にL, R のLED 音声レベルメータを配置。

府中技研

「8K をさまざまな産業分野に広める」をテーマに、同社がこれまで培っ
てきた超高精細映像技術、リアルタイム高速デジタル信吾処理技術を
ベースに、８K 映像を活用した新しい時代の技術を幅広く展開する。
■８K 映像制作ワークフロー
撮影から収録、編集、カラーグレーディング、上映にいたる一連の8K
映像制作のプロセスを紹介。同社では2000 寝ン頃から８K 製品の開
発に取り組んでおり、映像制作の実践経験も豊富である。8K 映像制作
を初めて行いたいが、どこから手をつけたらわからない、という方は是
非ご相談下さい。

■Tamazone Workstation/High Performance Computing
大容量データを高速に処理することで、AI 分野でも注目を集める
ハイパフォーマンスコンピューティング。同社では、Tamazone 
Workstation で映像
業界にこのトレンド
を取り入れる提案を
行う。ディープラー
ニングを使用した超
解 像 処 理、HEVC 圧
縮、非圧縮素材キャプ
チャーやLive カラー
グレーディングなど
のソリューションを
紹介する。

■8K VR・切り出し
8K カメラと魚眼レンズによ
り、ステッチングない、かつ周
辺も解像度のある映像が撮影
可能。エンターテイメント、医
療などさまざまな分野での応
用が可能である。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
■8K IP ライブ配信
来るべき5G( 第５世代移動通信システム) 時代を見据えた8K のIP 配
信を紹介。あわせて8K 院サーターを参考出品する。

----------------------------------------------------------------------------------------------------
■8K シアター
共同出展となるデルタ電
子のコーナーには、デル
タ電子のグループ会社で
あるDigital Projection
社、デルタ電子、アストロ
デザインの３社が共同で
開発した世界初のDLP 
8K プ ロ ジ ェ ク タ ー

「INSIGHT Laser 8K」
を使用したシアターを設
置。迫力の大画面とさまざまなコンテンツで高輝度を実感できる。

アストロデザイン ホール 2   2616

ホール 4  4602


