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　ケーブル技術ショー 2022 では、コンセ
プトを設定し発表した。

ケーブル技術ショー2022のコンセプトケーブル技術ショー2022のコンセプト
　2025 年問題、2030 年問題、日本の
超高齢化社会に伴う医療や介護、人材不足
等、多くの社会問題が懸念され、特に地方
では問題が深刻化すると予想される。その
解決策の一つとなるのが「地域 DX」であり、
超高齢化社会に向け、2030 年を目標に「地
域 DX」を加速する必要がある。
　ケーブル技術ショーでは、業界全体が目
指す2030年の地域DXビジネスに向けて、
今年度より「地域 DX」ゾーンを新設し活
性化を図る。今後、2025 年に向けて地域
DX に関連する技術やサービス、ソリュー
ション等のプレーヤーを積極的に拡充。ケー
ブル技術ショーが「地域 DX」の代表的展
示会となるようステークスホルダーに継続
的に発信し、今後益々の発展を目指す。
　そしてその出発点となるのが、2022 年
に開催される技術展示会、オンライン展示
会になる。開催コンセプトを「The future 
starts today ！ 〜地域を活かす、未来を
つくる、ケーブル原動力〜」として、ケー
ブルテレビ業界全体を未来に向けて牽引す
る。
　また、ケーブルコンベンション 2022 も
同時開催しており、ケーブルテレビ事業者
ほか関係者が一堂に集うまたとない機会と
なった。

ケーブル技術ショー2022の特⻑ケーブル技術ショー2022の特⻑
　新しくなったケーブル技術ショーで、課
題を解決する製品・サービス・ソリューショ
ンが見つかる！
　ケーブル技術ショーは、形態を変えてか
ら 10 周年を迎えるにあたり、内容を大幅
に刷新し「地域 DX」を加速する展示会に
変貌する。
　本展では超高齢化社会や地方が抱える問

題など多くの社会問題を解決するソリュー
ションを発信。

オンライン展示　オンライン展示　77月月1313日〜日〜
特長 1 課題解決提案がわかる出展者一覧
　出展予定の製品・サービス・ソリューショ
ンの概要だけでなく、どのような課題が解
決できるのか、その導入事例や技術展示会
でのデモ体験やイベントスケジュールなど、
詳しい情報が満載！
特長 21 分間 PR 動画で出展者の見どころ
チェック
　出展製品、技術、サービス等の見どころ
を収めた 1 分間動画で、注目のポイントが
一目でわかる！
特長 3 パネルや動画で展示内容を事前に
チェック
　パネルや動画はオンラインで事前に
チェックすることで、技術展示会での実機
の確認や出展者への質問など、来場時間を
最大限有効にご活用いただけます！
特長 4 オンライン限定出展者をチェック
　「富士通ネットワークソリューションズ」
の最新展示内容は、オンライン展示会のみ
でご覧いただけます。お見逃しなく！
特長 5 自治体関係者必見！オンライン限定
プレミアムセミナー

技術展示会　技術展示会　77月月2828・・2929日日
特長 1 新設「地域 DX ZONE」
　「自治体」や「農林水産業・観光・ホテル・
学校」等に関連する皆様にとって、2025
年問題、2030 年問題を解決するヒントを
見つけられる。
特長 2 技術セミナーで最新情報をチェック
　ケーブル業界の最新動向、新技術・新製
品情報はこちらでチェック！
特長 3 会場の出展者とリモート商談
　技術展示会開催期間中に会場に来場でき
ない場合は、リモート商談機能がおすすめ。
公式ウェブサイトから会場の出展者とビデ

オチャットでつながり、展示内容を見るこ
とができる。（※本機能を利用する出展者に限り

ます。）

自治体関係者向け会場内ツアー自治体関係者向け会場内ツアー
7/28（木）・7/29（金）実施
　「地域 DX」や、「防災・減災」に関連し
たソリューションを展示する出展ブースを
訪問する、自治体関係者向け会場内ツアー
を技術展示会の会期中に実施。
特長 5 主催者テーマ展示コーナー、企画
ブース
　テーマ展示コーナーでは、映像配信、運
用保守、サービスに関する次世代ケーブル
技術の紹介や、放送・通信連携サービス、
新 4K8K 衛星放送受信技術関連に加えて、
ローカル 5G の取り組みや地域 DX の実証
事例の紹介など、ケーブル技術の最新動向
をわかりやすく紹介する。

VRVRブース　ブース　88月月1717日〜日〜99月月1616日日
特長 1 オンラインテックセミナー公開
　主催者セミナーや出展者の最新情報を紹
介する技術セミナーのプログラムをオンラ
インでも配信。見逃し配信
特長 2 出展者ブース見どころ紹介動画
　出展者ブースの見どころが 1 分でわか
る！気になったブースは VR ブースで確
認！
特長 3VR ブースで技術展示会をまるごと
再現！
　360°カメラで撮影された会場内をスト
リートビューで探索できる他、各出展者ブー
スではパネルや動画を閲覧できる。また、
各種チャットや名刺交換機能も使いやすく
なって情報取得に便利。
特長 4 テーマ別動画ツアー
　各テーマに沿ってオンライン上で出展者
ブースを訪問し、最新の製品・サービス・
ソリューションの内容をわかりやすく紹介。
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ケーブル技術ショー 2022

　　株式会社 朋栄   B-32株式会社 朋栄   B-32

　朋栄は、ケーブルテレビの番組制作を効
率化する最新製品/ソリューションを紹介。 

【主な展示製品】 
・ 12G-SDI キャラクタージェネレーター： 

EzV-410 
・ 12G-SDI マルチチャンネルビデオサー

バー： MBP-1000VS-12G 
・LTO サーバー： LTS-80 
・ 素材ファイル管理ソフトウェア： LTS-

MAM 
・ 5G 対応デバイス： K5G-C-100A（京セ

ラ株式会社） 

・ イ ン タ ー ネ ッ ト 配 信 支 援 シ ス テ ム： 
Prism2 （朋栄 IBE） 

・ IP/SDI マルチチャンネルシグナルプロ

セッサー： FA-1616 
・ オールインワンプロダクションシステム ： 

MFR-3100EX

　ソニー独自の無線通信規格 ELTRES を
用いた ELTRES IoT ネットワークサービス
は、「長距離安定通信」「高速移動体通信」「低
消費電力」の特長を生かし、各種センサー
で取得した情報を広範囲に効率よく収集し、
防災、農業、物流、車輛や街路灯等の設備
監視等さまざまなユースケースに利用でき
る。 

「MANOMA（マノマ）」は、 ソニーの IoT
機器とスマートフォンアプリをつないで、 
暮らしに安全と便利を提供するスマート
ホームサービス。様々な IOT 機器を 1 つの

「プラットホーム = アプリ」で自宅を一括

管理 住環境や希望に即して機器を自由に組
み合わせて利用できる。

【【MANOMA】 日常生活を送る中で日々発
生する「小さな不満 / 心配」。 この「小さ
な不満 / 心配」を MANOMA のサービス
利用で解消。 
●お子様・高齢者・ペットの見守り 
●声による家電操作 
●ホームセキュリティ 

『日々の生活を、安心してより便利により豊
かに』していく。
ELTRES】 河川の水位、冠水監視や急傾斜
地の地滑り検知など地域の防災対策に活用

できる。自治体向けソリューションを用意。 
また高速移動体でも安定した通信が可能な
特長を活かし、 社有車の位置管理や乗車時
のアルコールチェッカーや物流関連では 
シャーシの位置管理から効率的な配車が可
能となる。 

　　ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社   B-30ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社   B-30

ビデオファイルコンテンツチェッカー GLADIAS の測定画面

クラウド データ サービス LePorter（リ
ポーター） LF965 の測定データを管理・編
集するためのクラウドサービスをご紹介し
ます。管理業務の軽減に力を発揮します。

（LF990 も対応予定） 
シグナルレベルメーター LF965 
日本国内における高度広帯域衛星デジタル
放送（4K/8K 放送）、衛星デジタル放送（2K
放送）、および地上波 /CATV デジタル放送
に対応したレベルメーターです。 
レベル、BER、MER、C/N、コンスタレー
ション測定が可能です。 
イーサネットオプションにより遠隔操作が
できます。 

　　リーダー電子 株式会社   B-09リーダー電子 株式会社   B-09

参考出品で、ビデオファイルコンテンツ
チェッカー GLADIAS のデモを行います。
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技術展示会　7 月 28・29 日

　　パナソニック コネクト 株式会社   A-10パナソニック コネクト 株式会社   A-10

　ケーブルテレビ業界が掲げる「2030 年
に担うべきミッション」を実現するため、
パナソニックが考える未来の地域社会を紹
介。 
　ミッションの中から「放送」「サービス」

「コンテンツ」「ネットワーク」の 4 カテゴ
リに焦点をおき、ケーブルテレビ事業者様
や自治体様、企業様のさまざまな課題解決
に応える最適なソリューションを提案。
　 ケ ー ブ ル テ レ ビ 業 界 で は

「C-CAS ⇒ ACAS への移行は予算や設備の
問題で対応しきれない」といった課題があ
る中で、パナソニックでは 4K-STB へのス
ムーズな置き換え、ACAS 局設備のスモー

ルスタートや将来の IP 放送に向けた取組で
将来へ安心していただくソリューションを
提案。 
　また、「加入者の維持拡大や新規ビジネス
による地域 DX の推進」といった課題には

「視聴データの分析・可視化サービス」「ロー
カル 5G」「KAIROS」「サイネージ」といっ
たソリューションで応える。 
　さらには「技術者不足 / 高齢化や人材不
足」等の地域毎の課題に対しては「クラウド」
を活用したソリューションをで応えていく。

・CATV ネットワークシステムソリューション 
　インフラとして G-PON の利活用を中心に紹介 
　集合住宅向け商材（HCNA）、IP-STB や Wire-
less 製品の紹介 
・ワイヤレスソリューション 
　ローカル 5G の取り組みを中心に紹介 
・リユースソリューション 
　SmartCity に向け、開発をしている製品群を紹介 
・Symphonizer 
　Symphonizer のデータセンター移設と事業継
続対策（BCP）の紹介 
・制作向けトータルワークフロー 
　共有ストレージを中心としたスタジオサブ、編集、
送出、アーカイブシステムのワークフローを紹介 

　　伊藤忠ケーブルシステム 株式会社   B-36伊藤忠ケーブルシステム 株式会社   B-36

「FJSRS」 Sub6 帯・SA 方式に対応し低コストで
導入可能な実証実験に適したローカル 5G の gNo-
deB（基地局）と UE（端末）をご紹介します

「Edge Gateway AG20」 　IP カメラに限らず各セ
ンサーへの接続に対応し地域 BWA のソリューショ
ンに最適な監視カメラ統合システムゲートウェイを
ご紹介します

ノンニリア編集機
から事務用 PC ま
で ア ク セ ス や 容
量管理が容易で、
NAS よりもスト
レスなく動作しま
す

日本デジタル配信 株式会社   A-02株式会社 関電工   A-04ビデオトロン 株式会社   B-34




