No.1052 2016 年 11 月 28 日
Inter BEE 2016 における ARIB/DiBEG ブース出展について
Inter BEE 2016 において、昨年に引き続き ARIB/DiBEG（デジタル放送普及活動作業班）
ブースを設けて広報活動を行いました。
1

日程：平成 28 年 11 月 16～18 日

2

場所：幕張メッセ

3

Inter BEE の概要：
国内最大の放送機器展である Inter BEE は今年で 52 回目の開催で、開催規模は昨年を上

回って過去最多となる出展者数 1,090 社・団体（うち海外 34 か国・地域から 593 社・団体）、
出展小間数 1,926 小間、登録来場者数 38,047 名（うち海外から 794 名）となったとのことで
す。
会場では、今年 8 月の 4K/8K 試験放送開始を受けて、4K/8K に関する各種設備・技術に関
する展示が昨年以上に多く展示されており、これに関連して 4K/8K 素材の IP 伝送に関する展
示も数多く行われていました。

（参考）昨年と今年の Inter BEE の規模の比較

出展者数

出展小間数

登録入場者数

2016年

1,090社・団体
(海外34か国・地域593社・団体)

1,926小間

38,047名（うち海外794名）

2015年

996社・団体
(海外31か国・地域540社・団体)

1,780小間

34,826名（うち海外820名）

4 ARIB/DiBEG ブースの概要：
ARIB/DiBEG のブースでは、最近の放送分野の標準化の状況及び DiBEG による ISDB-T
の国際展開状況について、パネルやパンフレットを用いて説明を行いました。
また、今年はブラジルが ISDB-T 採用を決定して 10 周年に当たることから、この 10 年間
の ISDB-T の国際普及活動に関する年表の展示や記念ビデオの上映等も行いました。
さらに、ISDB-T 採用国において関心が高い緊急警報放送（EWBS）の普及に資するために
開発された EWBS 受信モジュール試作機の展示も行いました。この受信モジュールはチュー
ナーを内蔵し EWBS 信号を受信すると LED パネルに文字スーパーを表示するもので、これ
によりテレビ受信機がなくても EWBS 信号を受信することが可能になります。
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当会ブースに立ち寄られた国内外の方々からは、特に EWBS 受信モジュールのコンセプト
について多くの関心が寄せられました。
ブースにお立ち寄りいただいた ARIB 会員及びブースの運営にご協力いただいた DiBEG メ
ンバーの皆様には、この場を借りて感謝申し上げます。

展示ブースの外観

EWBS 受信モジュール（左側の LED 表示板）の展示及び
10 周年記念ビデオの上映（右側のテレビ画面）の模様
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第 246 回技術委員会（放送分野）を開催
第 246 回技術委員会（放送分野）を開催しましたので、その概要をお知らせいたします。
1 日時：平成 28 年 11 月 22 日（火）午後 3 時 30 分から午後 4 時 20 分まで
2 場所：当会第 2 議室
3 議事概要：
(1) 第 101 回規格会議の結果について
(2) 第 102 回規格会議の開催について
(3) フランコ SET 会長との意見交換会の結果について
(4) InterBEE2016 における ARIB/DiBEG ブース出展について
(5) CEATEC JAPAN 2016 での ARIB 出展報告について
(6) 2016 年度 APT 研修について
(7) その他

第 146 回電波利用懇話会を開催
「4K・8K 衛星放送の規格化と実用化に向けて」
11 月 25 日（金）に、第 146 回電波利用懇話会を当会の会議室にて開催しました。
今回は、一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）の高田様を講師にお迎えし
て「4K・8K 衛星放送の規格化と実用化に向けて」と題してご講演いただきました。
ご講演では 4K・8K 衛星放送について、規格化の流れ、4K・8K の特徴、規格概要、実用
化に向けた課題などについて分かりやすくご紹介いただきました。
当日は、50 名を超える会員の皆様が参加され、熱心にご聴講いただくとともに、4K・8K
受信機の市販に向けた受信機テストの状況及び計画などについて活発な質疑応答が行われま
した。
なお、講演のプレゼンテーション資料につきましては、当会 Web サイト内「ARIB 会員のペー
ジ」の http://www2.arib.or.jp/aribmem/seminar/index.html において公開予定です。

第 146 回電波利用懇話会の様子と講師の高田様
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今週の ARIB 内会合（11 月 28 日～12 月 2 日）
11 月 29 日（火）
：スタジオ設備開発部会 データコンテンツ交換方式（仮称）JTG
11 月 29 日（火）
：デジタル放送普及活動作業班会議（第 60 回）
11 月 29 日（火）
：第 18 回ビデオワーキンググループ
11 月 30 日（水）
：放送国際標準化ワーキンググループ
：スタジオ設備開発部会 機器間インタフェース作業班
12 月 2 日（金）

今週の国際会合（11 月 28 日～12 月 2 日）
12 月 1 日（木）
：スリランカ地デジ技術セミナー（スリランカ・コロンボ）

モバイルサービスの提供条件・端末に関するガイドライン についての
意見募集
【平成 28 年 11 月 18 日発表】
総務省は、
「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針（案）
」の策定及び「電気通信事
業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正について、本年 11 月 19 日（土）から同
年 12 月 19 日（月）までの間、意見募集を行っています。
詳細については、【平成 28 年 11 月 18 日の総務省報道資料】をご覧下さい。

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
【平成 28 年 11 月 25 日発表】
総務省は、400MHz 帯災害対策用可搬型無線システムの高度化に向け、無線局免許の審査基準
に係る制度整備を図るため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
本改正案について、平成 28 年 11 月 26 日（土）から同年 12 月 26 日（月）までの間、意見募
集を行っています。
詳細については、【平成 28 年 11 月 25 日の総務省報道資料】をご覧下さい。

木曜日から、12 月に入ります。今年を振り返って、やり残したこと等、何とか年内に片づ
けたいと思っています。みなさんは、いかがでしょうか？

（編集子：Oz）
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