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神谷　直亮　

大手家電流通協会の金谷隆平会長と全国電
気商業組合連合会の峯田季志会長へは、深
田恭子が直々に 4K8K 関連機器の販売促進
を依頼する激励文書を読み上げて手渡して
いた。ステージには会員各社の代表も大勢
列席しており、これで視聴可能機器の販売
が一層増えるのではないかとの期待が大い
に高まることになった。

「ピクセラグループ PR イベント」

　ピクセラ（本社、大阪府大阪市）は、画像・
音声のコーデック、画像処理、デジタルテ
レビ放送処理などの高度技術の開発で知ら
れる。同社の「ピクセラグループ PR イベ
ント」は、8 月 28 日に KDDI ホール（東京・
千代田区）で行われた。目的は、一新した
コーポレートロゴの発表と新ブランド家電
の紹介であった
　ロゴは、ピクセラグループに加えて、子
会社のピクセラ、A-Stage、bizCreave の
3 社のものがすべて披露された。ロゴの特
色としては、ピクセラの語源となっている
ピクセルをキューブ化し、立体的に広げて
行くビジョンを象徴的に描き上げている点
が挙げられる。
　家電製品に関しては、会場に新 4K チュ
ーナー内蔵テレビ（40 型 /43 型 /50 型
/55 型）、外付けチューナー、スマートボ
ックスなどが展示され、さらに新製品とし

　今回は、8 月 29 日に開催された「放送
サービス高度化推進協会の記者発表会」、同
28 日に行われた「ピクセラグループ PR
イベント」、同 23 日の「オープンシステ
ム研究会」についてレポートする。最後
に「NHK メディアパーク」と「第 18 回
Tokyo Jazz Festival 2019」に触れたい
と思う。

「放送サービス高度化推進協会
の記者発表会」

　「新 4K8K 衛星放送 9 か月～別世界は
今～」をテーマにした放送サービス高度化
推進協会主催の記者発表会は、東京・永田
町の千代田放送会館で開催された。福田俊
男会長の挨拶に続いて、まず、最新の新
4K8K 衛星放送視聴可能機器台数の発表が
あった。これによれば、7 月末の累計台数
は 150 万台に達したという。内訳は、新
チューナー内蔵テレビが 892,000 台、外
付け新チューナーが 206,000 台、CATV
受信用新チューナー内蔵 STB が 402,000
台である。注目すべき点は、5 月まで月間
60,000 ～ 70,000 台で推移していた新
チューナー内蔵テレビが、6 月と 7 月でそ
れぞれ 156,000 台、176,000 台と飛躍
的に増えている。
　次いで、4K8K 推進キャラクターの深田
恭子が登壇し、新スポットの紹介、認定放

送事業者の代表とのインタビュー、大手家
電流通協会会長と全国電気商業組合連合会
会長への激励証書の伝達が行われた。
　今回披露された 2 本の新スポットの上映
は、東芝の 4K OLED テレビを会場に 2 台
設置して行われ、ストーリーは、「GOGO 
4K8K 世の中どんどん変わるわよ」と

「GOGO 4K8K テレビもどんどん 別世
界！」であった。
　認定放送事業者 13 社を対象にしたイン
タビューでのハイライトは、9 月 1 日から
遅ればせながら 4K 放送を始めることにな
った BS 日テレ 4K の中山良夫社長であっ
た。MC のフリーアナウンサーと深田恭子
に促されて同社長は、「開局のスタートボ
タンを押すのは、ももいろクローバー Z と
Mr. マリックで、マジックを使って行う」
と予告した。また、開局の目玉番組として
は、高橋大輔主演、宮本亜門演出のアイス
スケートショー「氷艶」や「ももクロ仕立て」
などを予定しているという。この後、東京
ドームで開催されるプロ野球の巨人戦 3 試
合とアジア初開催の「ラグビーワールドカ
ップ 2019（RWC2019）」の日本代表戦
を放送すると付け加えていた。これをフォ
ローする形で、スカパー・エンタ―テイメ
ントの古屋金哉社長が、「CS でも 9 月 20
日の開会式から RWC2019 日本大会の全
48 試合を J Sports1、2、4 で生中継を
行う」と PR していた。

「放送サービス高度化推進協会の記者発表会」
「ピクセラグループ PR イベント」
「オープンシステム研究会」「NHKメディパーク」
「第 18 回 Tokyo Jazz Festival 2019」

写真1　放送サービス高度化推進協会の記者発表会
で、インタビューに答えるBS日テレ4Kの中山良
夫社長。

写真2　大手家電流通協会の金谷隆平会長には、深
田恭子が直々に4K8K関連機器の販売促進を依頼
する激励文書が手渡された。

写真3　ピクセラグループは、一新したコーポレー
トロゴの発表を行った。
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て電気圧力鍋、White Vision（インテリア
―家電）が紹介された。
　アトラクションも非常に充実しており、
スペシャルゲストとしてデヴィ夫人、流
れ星、村上チハヤ、せりしゅんが登壇し
て、賑やかなトークショーとフォトセッシ
ョンが行われた。村上チハヤとせりしゅん

（VAZ 所属ユーチューバー）は、8 月 30
日から毎週金曜日の 19:00 に配信される
YouTube チャンネル「ピクセラ TV」に出
演が決まっているという。
　なお、ピクセラの担当者によれば、同社
の新 4K チューナー内蔵スマートテレビの
販売は、インターネットか蔦屋家電経由で
行っている。蔦屋家電での価格については、
50 型「PIX-50VM100」 が 73,889 円

（ 税 抜 き ）、40 型「PIX-40VM100」 が
64,630 円とのことであった。

「オープンシステム研究会」

　第 136 回を数えるという「オープンシ
ステム研究会」は、東京・新宿区のグラン
ドヒル市谷で開催された。ハイライトは、
衛星ネットワークの渋谷恵地球観測衛星プ
オロジェクト主幹とスカパー JSAT の八木
橋宏之スペースインテリジェンス開発部部
長代行による「衛星画像と AI による船舶
検出及び衛星による船舶電波追跡システム」
に関するプレゼンテーションであった。
　渋谷主幹は、「衛星は通信と放送での使
用が良く知られているが、最近は地球観測
衛星による撮影画像と電波信号監視衛星
による信号追跡も注目を集めている。衛
星ネットワークとスカパー JSAT は、米
Planet 社と契約を締結して同社の Dove、
RapidEye、SkySat が撮影した高解像度
画像の販売を行っている。今年後半からサ
ービスを開始予定の電波監視に関しては、
HawkEye360 衛星システムが取得するデ

ータを提供する」と述べていた。
　稼働中の衛星数については、Dove が
130 機＋、RapidEye が 5 機、SkySat が
15 機、HawkEye360 が 3 機とのことで
あった。細かい話になるが、130 機を超え
る衛星で構成される Dove 衛星群は、高度
400km ～ 475km を周回しながら 29 メ
ガピクセルの映像を毎日 100 万枚撮影し、
世界中に設置された 49 の専用受信局にダ
ウンリンクしているという。プレゼンテー
ションの中では、2018 年の霧島山新燃岳
の定点観測、北海道胆振東部地震の生々し
い画像などが紹介された。
　八木橋部長代行は、「高頻度衛星画像と
AIS を組み合わせることにより、船舶のサ
イズ、位置、入出港時刻などの正確な把握
が可能になった。また、船舶通信・船舶レ
ーダ―などの RF 信号を衛星で追跡するシ
ステムも間もなく実現する」と付け加えて
いた。

「NHK メディアパーク」「第 18 回
Tokyo Jazz Festival 2019」

　最後に、久しぶりに訪れた NHK メディ
アパ－クに触れる。ロビーの 8K 大画面の
コンテンツは、「69 回紅白歌合戦 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 であそぼう。
どうもくんをさが
せ」の 4 本で、期
待していた最新の
コンテンツの上映
はなかった。家族
づれの見学者が多
いのでこのような
プログラム構成に
なっているのだと

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

思うが、一本ぐらい最新の 8K コンテンツ
を入れてほしいものだ。一方、地下一階の
8K 専用視聴ルームでは、「南米イグアスの
滝 アマツバメ舞う水と緑の楽園」と題する
番組を楽しむことができた。迫力満点の滝
の映像と珍しいアマツバメの生態を良くと
らえており感銘を受けた。
　この日、NHK に隣接した公園通りでは、

「 第 18 回 Tokyo Jazz Festival 2019」
が行われており覗いて見た。会場入り口に
は、車載ディスプレイが設置され、キュー
バの歌手、オマーラ・ポルトゥオントのコ
ンサート映像が流れていた。テントを張っ
たステージでは、木村真之カルテットや東
京大学ジャズ研究会のメンバーが演奏を行
い、NHK ふれあいホールでは、8K スーパ
ーハイビジョン JAZZ シアターで、MISIA
やボブ・ジェームス & ランディ・ブレッカ
ーの取って置きの映像を上映していた。メ
ーンイベントは、NHK ホールで開催される

「チック・コリア・エレクトリック・バンド」
とのことであったが、残念ながら時間の都
合で参加できなかった。

Naoakira Kamiya
衛星システム総研　代表　

メデイア・ジャーナリスト　

写真 4　ピクセラは、4K チューナー内蔵テレビの
PR に力を入れていた。

写真 5　ピクセラグループの PR イベントには、デ
ヴィ夫人、流れ星、村上チハヤ、せりしゅんが登壇
して賑やかなトークショーが行われた。

写真 6　「第 18 回 Tokyo Jazz Festival 2019」
では、車載ディスプレイにオマーラ・ポルトゥオン
トのコンサート映像が流れていた。


