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買っている。課題は、価格が未発表なのと、
ヨーロッパではまだ 8K コンテンツが見当
たらないことだ。
　その後 9 月 13 日から 18 日まで、オ
ランダのアムステルダムで開催された

「IBC2018（国際放送機器展示会）」では、
欧州放送連合（EBU）と SES が 4K Ultra 
HD （UHD）のデモで注目を集めた。今回、
EBU は、メンバーの BBC、RAI、IRT、フ
ランス TV、ZDF の 5 局と組んで「ヨー
ロッパ陸上競技選手権大会 2018」（8 月
2 日～ 12 日、ベルリンで開催）で実施し
た 2 種のトライアルの詳細を公開した。1
種 は、4K UHD、High Dynamic Range 

（HDR）、High Frame Rate （HFR）、
Next Generation Audio （NGA） に よ る
デモで、もう 1 種は、2K HD にダウン
コンバートして HDR、HFR、NGA を実
現したものである。HDR は Hybrid Log 
Gamma、HFR は 100fps、NGA は
AC-4 & MPEG-H だ。なお、このトライ
アルには、ATEME、ドルビー、Ericson、
LG 電子、ソニー、NTT エレクトロニック
スなどが協力している。
　SES は、同社の衛星を使って Canal+
向けに配信したフランスの「リーグ・アン

（Ligue 1」の試合を 4K UHD で上映して
注目を集めた。やはり 4K は、スポーツ番
組、特にサッカーの試合が決め手と見てい
るようだ。なお、SES は、同社が提供する

4K 番組を「Ultra Vibrant」と呼んで「Ultra 
HD」より優れていることを強調していた。 

　4K に関しては、ヨーロッパ以外でもニ
ュースが飛び交っている。4K テレビの売
り上げが伸びているという中国では、チャ
イナ・メディア・グループ（CMG）が 12
月 2 日から「CCTV 4K Ultra HD チャン
ネル」の配信を開始する。ドラマ、ドキュ
メンタリー、スポーツ、音楽イベントなど
の 4K 番組を、とりあえず北京、上海、広
東などの大手 CATV 局の再放送用に提供す
る。チャイナ・テレコムが、2014 年末か
ら IPTV で 4K 放送を始めており、CMG
と大手 CATV 局もいよいよ本格的な対応を
始めたと言える。CMG の地上波 4K 放送
の動向が気になるが、2019 年の中国建国
70 周年記念を契機に開始することになり
そうだ。
　マレーシアでは、同国唯一の衛星放送事
業者として知られるアストロが、8 月から
国内向け初の 4K 衛星放送を実施している。
番組の第一弾は、イングランド・プレミア
リーグのサッカーの試合で、やはりスポー
ツ番組を中心に編成する方針のようだ。
　オーストラリアでは、Foxtel が 11 月 4
日から Optus 衛星を使って「オーストラリ
ア・クリケット 4K チャンネル」を開局す
るとの発表を行った。開局記念番組は、パ
ースの Optus スタジアムで行われる ODI
対南アフリカの試合の予定だ。目玉番組は、
やはりクリケットを始めとするスポーツ・
イベントのライブ中継で、並行して映画や
ドキュメンタリー番組も提供すると意気込
んでいる。
　技術的には、ハーモニックの Software-
Defi ned UHD Solution が使われる。

　日本では、ピクセラの 4K スマートチュ
ーナーとアイ・オー・データ機器（IO データ）
の 4K デイスプレイが話題になっている。

　今月は、オムニバス風に興味深いいろい
ろな話題を取り上げてみたい。
　まず、衛星の話題を一つ。スカパー
JSAT が、9 月 26 日 に 久 し ぶ り と な
る 1 機の衛星を打ち上げた。衛星名は

「Horizons-3e」で、インテルサットと同社
の共同衛星の 3 機目だ。この衛星の特色は、
ハイスループットサテライト（HTS）と呼
ばれる大容量高速通信を実現する衛星で、
太平洋を横断する旅客機や船舶に掛け替え
のないサービスを提供できる。アメリカで
は、バイアサット（Viasat）とジュピター

（Jupiter）と名付けられた 2 種の HTS が
すでに稼働しており珍しくはないが、日本
にとっては初だ。

　次いで、ヨーロッパで 4K8K の話題が浮
上している。意外だったのは、8 月 31 日
から 9 月 3 日までドイツのベルリンで開
催された「IFA2018（欧州家電見本市）」
で、韓国の LG 電子とサムスン電子が揃っ
て 8K テレビを公開した。LG 電子が出展
したのは、88 インチ 8K OLED TV で、
サムスン電子が紹介したのは、85 インチ
8K QLED TV だ。LG 電子は、発売予定
について口を閉ざしているが、サムスン電
子は、10 月から 11 月にかけて発売する
と宣言した。このサムスン電子のテレビに
ついて専門家は、「HDR10+ に準拠し、輝
度 4000nits の 8K テレビ」と PR に一役

「Horizons-3e」「IFA2018」
「IBC2018」「4K8K」

写 真 1 　 ス カ パ ー JSAT は、9 月 26 日 に
「Horizons-3e」衛星を打ち上げて HTS ビジネスに
進出することになった。（写真提供：ボーイング社）

写真 2　「IBC2018」で EBU は、「ヨーロッパ陸上
競技選手権大会 2018」の 4K UHD、HDR、HFR、
NGA フォーマットの映像を公開して注目を集めた。
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「デジタル機器を通じて新しい生活を提案
していく」をスローガンに掲げるピクセラ
は、9 月 12 日から新 4K 衛星放送に対応
したスマートチューナー「PIX-SMB400」
の予約販売を開始した。出荷は 10 月 5 日
で、価格は 29,800 円と発表した。同社
は、これを記念して 9 月 15 日に二子玉川

（東京・世田谷区）のガレリア特設会場で予
約受付キャンペーンを行った。会場では、
4K スマートチューナーと同社製 43 イン
チ 4K モニターを使った再生デモが行われ、
受信を体験できるタッチ & トライコーナ
ーも設けられていた。広報担当者は、「BS
に関しては、右旋はもちろんのこと左旋も
8K 以外すべてのチャンネルの視聴が可能。
110 度 CS は、右旋も左旋も 4K 番組をす
べてカバーしている」と語っていた。さら
に、「Android TV を搭載しており、Netfl ix
や You Tube の 4K コンテンツも楽しめ
る。話しかけるだけでサポートが得られる
Google Assist 機能もある」と付け加えて
いた。Netfl ix については、リモコンに専
用ボタンがついており簡単に呼び出せるよ
うになっており「ピクセラのチューナーを
契約すれば 3 か月無料で視聴ができる」と
PR に余念がなかった。
　IO データが同社の 4K デイスプレイを売
り込んだのは、意外にも「東京ゲームショ
ー 2018」の会場であった。ブースには、
すでに販売しているという 55 インチ、49
インチ、43 インチ、27 インチに加えて、
間もなく販売を予定しているという 65 イ
ンチの大型 4K デイスプレイが並んでい
た。いずれも ADS パネルを採用しており、
HDMI x 3 対応になっている。ブースでは、
展示会の主旨を反映して、「親画面で高精細
映像によるゲームを楽しみながら、子画面
を使ってウエッブ閲覧やメールの確認がで
きる」と売り込んでいた。

　ピクセラと IO データに刺激されて、10

月 7 日にビックカメラ赤坂店と LABI 渋谷
店で 4K8K の現状をチェックしてみた。
　ビックカメラ赤坂店では、すでにピクセ
ラの「4K Smart Tuner」が売られていた。
10 月 5 日から 29,780 円（税抜）で販売
を開始したという。他のメーカーの動向を
問い合わせてみたら「東芝は、4K チュー
ナー内蔵のテレビをすでに 6 月から発売し
ている。次の内蔵テレビの発売元としては、
三菱電機が予定されており、9 月 14 日か
ら予約を受け付けている。出荷は、10 月
18 日から開始される。4K チューナーに
関しては、パナソニックが 10 月末、東芝
が 11 月中旬、シャープが 11 月末から出
荷を開始する予定で、パナソニック製品は
32,880 円、東芝は 37,880 円、シャー
プは 31,880 円の価格が付いていた。ソニ
ーは発売日を公表していないが、4K ダブ
ルチューナー付きの製品を 54,880 円で予
約受付を始めている」との説明であった。
　なお、LABI 渋谷店では、ピクセラの 4K
チューナーは販売しておらず、代わりに
Funai の 4K チューナーはどうかと勧めら
れた。他のメーカーの動向は、ビックカメ
ラとほぼ同じであった。
　8K テレビを売りに出しているのは、ま
だシャープのみである。両店ともに 70 イ
ンチを店頭に並べていたが、12 月 1 日
か始まる NHK の
8K チャンネルの
受信には対応して
いない。（その後
10 月 15 日 に シ
ャープは、チュー
ナー内蔵 8K テレ
ビ を 11 月 17 日
に発売すると発表
した）

　 コ ン テ ン ツ が
気になったので、

☆http://www.uni-w.com/fdi/　ではフルカラーでご覧いただけます。

NHK に行った帰りにメディアパークを覗い
て見たら、2 カ所で 8K スーパーハイビジ
ョンの上映が行われていた。ロビーのマル
チチャンネル大スクリーンでは、「紅白歌合
戦 2017 ダイジェスト」「奇跡の山寺 室生
寺編」「ルーブル 時を超える美」「8K で遊
ぼう！どーもくんをさがせ」「デイーン・フ
ジオカ DoReMi」が上映され、「8K テレビ
を我が家に」とアピールしていた。印象的
だったのは、子供にもスーパーハイビジョ
ンの魅力を知ってもらおうという涙ぐまし
い努力をしていた。
　もう一カ所、スーパーハイビジョンシ
アターには、シャープの 85 インチと 70
インチ 8K テレビがそれぞれ 1 台設置さ
れており、「美ら海散歩」「青森ねぶた祭
2015」「リオのカーニバル 2013」「京都 
秋のいろ」など、NHK がかねてから撮りた
めてきた少々古いコンテンツが再生されて
いた。

写真3　ピクセラは、先陣を切って10月 5日から
新4K衛星放送を受信できるスマートチューナーの
出荷を開始した。

写真4　IOデータは、間もなく販売予定の
65インチ大型4Kデイスプレイを参考出展
して来場者の関心を呼んだ。

写真5　NHKメディアパークのスーパーハイビジョ
ンシアターでは、シャープの70インチ8Kテレビで
撮りためた多彩なコンテンツが紹介されていた。


