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■プログラム「ゲスト卓話」 広報委員会
「4K放送とケーブルテレビの未来」
帯広シティーケーブル（OCTV）取締役社長　丸山　芳明 様

・4Kの本放送はまだ行われていません
が、最近4K対応TVの売れ行きが伸びて
います。
・4K対応TVは、画素数が現行ハイビジョ
ンTVの4倍になります。NHKは、すでに
4Kを超えて8Kに取り組んでいます。

・総務省が策定したロードマップでは、2016年のリオデジ
ャネイロ五輪は4Kで、2020年の東京五輪は8Kで放送する
ことを目指しています。ちなみに、本年行われたサッカーの

W杯ブラジル大会も、撮影は4K対応カメラで行い、解像度
を下げて放映しました。
・本年6月から、4Kの試験放送が始まりました。現状、北海
道で試験放送が見られるのは札幌のイオンにあるジェイコ
ムショップだけですが、OCTVでは今年度に4K対応計画を
策定する予定です。
・放送以外では、とくに医療やセキュリティー等の分野で超
高細密映像の活用が期待されます。
・現状、地上波TVは帯域の制約から4Kに対応できていない
のに対し、ケーブルTVは広帯域の光回線を張り巡らしてい
るため4Kの多チャンネルに対応可能となっている点は、ケ
ーブルTVにとって4K導入の大きなメリットです。

0 91
（名）

出席者数 60名

メークアップ 14名

欠席者17名
（出免1名）

出席
報告

7月23日例会　会員総数91名（内免除会員5名）
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４Ｋ放送とケーブルテレビの未来 

- 超高画質放送の楽しみ方 - 

 
 

 

株式会社 帯広シティーケーブル 取締役社長 丸山 芳明  

2014/8/20 

最近、４Ｋ対応のビデオ、タブレット、カメラなども販売されています。 

４

２０１４年６月２日、４Ｋ試験放送がはじまりました。CS放送、ケーブルテレビ、ＩＰ放送にて 

 

– ①チャンネル名称：Channel 4K 

– ②開局：2014年6月2日 

– ③主体：次世代放送推進フォーラム 

– ④放送：124/128度CS（502ch） 

       ケーブルテレビ、IP放送にて 

– ⑤方式：4Kのみ 

– ⑥料金：無料（試験放送） 

８

４Ｋ試験放送はケーブルテレビで見られます。 

◆ケーブルテレビの広帯域な放送回線や高速な通信回線で４Ｋ放送を提供できます。 

１２

４Ｋ導入はテレビ以外にも波及してゆきます。 

１６

最近、４Ｋ対応テレビが売れています。 

 

– 最近、４Ｋ対応テレビが売れています。 

– 発表は調査会社BCNのデータに基づくもの。50型以上の大型モデルは、 2014年6月時点で4Kテレビの台数構成比が22.0%と
なっており、7.8%だった 2013年7月時点から約1年で4Kテレビの台数構成比が3倍に伸長している。 

– 特に2014年6月は、ボーナス商戦期であることに加え、6月2日に4K試験放送 「Channnel 4K」が開始されたことや、サッカー
のワールドカップが 開催されたことなどが普及を後押ししたと同社では分析している。 

– ４Ｋ対応テレビは、販売開始された2013年に比べ、2014年は４倍も売上台数が増加すると予測されている。 

１

４Ｋ対応のロードマップ。（総務省作成の未公表資料 ※前倒し実現を示唆） 

５

総務省の未公表ロードマップ

９

２０１４年６月２日、４Ｋ試験放送がはじまりました。CS放送、ケーブルテレビ、ＩＰ放送にて 

４Ｋ試験放送実施場所一覧（全国５５箇所中、関東以北のケーブルテレビ抜粋） 

◆ＯＣＴＶは２０１４年度に４Ｋ対応計画を策定します。 

１３

ケーブルテレビによる４Ｋ導入のメリット 

１７

◆大画面化しても美しく、近距離でも詳細な４Ｋは、臨場感と没入感に圧倒されます。 
 
 
◆現状の地上波テレビ放送信号は、４Ｋに対応できませんが、 
 ケーブルテレビの広帯域・高速な回線を使用し、４Ｋの多チャネル放送を提供できます。 
 
 
◆ケーブルテレビは４Ｋビデオを双方向でいつでも視聴可能な能力があります。 
 
 
◆ケーブルテレビは４Ｋテレビに加え、放送とネットが連携したスマートＴＶも実現できます。 

最近、４Ｋ対応テレビが売れています。 最近、４Ｋ対応テレビが売れています。

◆４Ｋ対応テレビは５０インチ、５５インチが１７～１８万円と価格が低下 
２Ｋハイビジョンテレビの５０インチクラスの約１０万円と価格差が減少傾向 
 
※４Ｋ試験放送対応チューナー約８万円などが別途必要 

２

テレビの４Ｋ対応はカラーテレビ、ハイビジョンに続く、大きな飛躍・転換です。 

 

– 総務省 平成25年版 情報通信白書から 

６

１０

２０１４年６月２日、４Ｋ試験放送がはじまりました。CS放送、ケーブルテレビ、ＩＰ放送にて 

４Ｋ試験放送はケーブルテレビで見られます。 

１４

４Ｋはケーブルテレビで！ 144番組を一度に表示するデモンストレーション） 

– 7月29日東京有楽町・東京国際フォーラム「ケーブル技術ショー」 

– パナソニックのケーブルテレビ用４Ｋ対応端末の参考展示 

– 日本ケーブルテレビ連盟は、地域コンテンツを全国放送する「けーぶるにっぽん」の次回シリーズ12作品全てを4K番組で提供 

１８

４Ｋ対応テレビは、臨場感が圧倒的です。 

３

４Ｋ対応はテレビが先行し、パソコン、タブレットにも適用が拡大してゆきます。 

 

– 総務省 平成25年版 情報通信白書から – 総務省 平成25年版 情報通信白書から

７

１１

２０１４年６月２日、４Ｋ試験放送がはじまりました。CS放送、ケーブルテレビ、ＩＰ放送にて 

ケーブルテレビは第３世代ＳＴＢを導入し、４Ｋ放送を提供できます。 

１５

◆２０１５年度、４Ｋ対応端末が製品化されます。 

ご清聴いただきまして、ありがとうございました。 

１９



■ビジター紹介
観音寺ロータリークラブ
守谷　　通 様

■米山記念奨学生紹介
RI第2500地区米山記念奨学生　呉　孟勳 様

■会長報告 合田　倫佳 会長
　皆様、お盆休みをどう過ごされたでしょうか。
仕事の方もいらっしゃれば、ゆっくりと静養を取
られたり、アクティブに活動されたり、はたまた
お孫さんのお守りの方もいらっしゃったかと思
います。先ほどバナー交換をさせていただきまし

た香川県の観音寺RC守谷通様、ごゆっくりと当クラブの例会を
お楽しみください。
　さて、皆様には先週ご連絡を差し上げましたが、帯広ロータリ
ークラブ1995−96年度会長でいらっしゃいました髙橋標元会
員がお亡くなりになりました。髙橋元会長の当クラブに対する
ご功績を鑑み、私の会長としての判断で会員と同様のお悔やみ
とさせていただきました。慶弔規定にもその旨が記載されてい
ることはご存知かと思いますが、今回の対応につきましてご報
告申し上げます。
　帯広RC70周年記念誌から当時を振り返りますと、今から
19年前の髙橋標元会長の年度に故田村昇一会員をガバナーと
して当クラブから輩出し、地区大会を音更町で、ホストクラブを
帯広東クラブが担当したと記載がありました。私の個人的な当
時の思い出としては、その年度のRIの世界大会がフランス・ニ
ースであり、高橋標元会長と友人であった私の父も、進藤会員ら
帯広クラブの皆様と共に世界大会に参加したと聞いています。
　また、メークアップが前後2週間になり、ステーションホテル
での例会が最後となった年度でもあったそうです。髙橋標元会
長時代の当クラブの歴史を振り返りながら、髙橋標元会長のご
功績に感謝し、哀悼の意を表したいと思います。

■会務報告 倉野　　賢 幹事
①2014−15年度RI第2500地区 地区大会 開催のご案内

（詳細は別紙）
日　時　平成26年10月10日（金）〜10月12日（日）
第1日目（10/10）：記念親睦ゴルフ大会
8：30スタート　帯広国際カントリークラブ
第2日目（10/11）：本会議第1日
9：00受付　10：00〜帯広市民文化ホール
大会記念大懇親会　18：00〜　ホテル日航ノースランド帯広
第3日目（10/12）：本会議第2日
8：30受付　 9：00〜　帯広市民文化ホール

②帯広RC、移動例会開催のご案内
日　時　8月27日（水）午後0時30分
場　所　ビート資料館（帯広市稲田町南8線西14　℡48-8812）
〜スケジュール〜
12：30　ビート資料館　映像展示室にて例会
移  動　満寿屋パン麦音店にて食事
13：10　㈱満寿屋商店　代表取締役　杉山　雅則 様　講話
13：30　例会終了　引き続き、ビート資料館の見学は可能です。

例会日 / 水曜日 12:30 〜 13:30　　例会会場 / ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 飛岡　　抗・副委員長 / 三浦輝世典
　委　員 / 河村　知明・小林　一夫・横尾　俊輔・猿川　陽介
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

③帯広RC、新会員オリエンテーション開催のご案内
　日　時　8月28日（木）午後6時30分
　場　所　十勝ガーデンズホテル
　会　費　3,000円
　対象者　入会3年未満会員（該当者には案内文郵送済）

④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　8月28日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

⑤帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　8月30日（土）午後6時30分
　場　所　十勝星空ビアガーデン会場（名門ビル屋上）
　※尚、8月26日（火）の繰下げ例会と致します。

⑥帯広北RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月30日（土）午後5時
　場　所　十勝川河川敷（北海道新聞花火大会会場）
　※尚、8月29日(金)の繰下げ例会と致します。

■出席報告 出席委員会　三浦　啓徹 委員長
　このたび、出席委員長を引き受けることになり
ました。微力ではございますが、皆さまのご支援
を頂きながら職務を全うしたいと思っておりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

8月20日例会
　会員総数91名（内免除会員5名）
　出席者数52名（出席免除会員1名）
7月23日例会
　メークアップを含む出席者数及び出席率
　A：74名　B：83.1%
7月の平均出席率は84.1%

・ニコニコ献金 親睦活動委員会
大野　清徳 副委員長
　故安岡美樹夫会員の奥様より会葬・香典・供花等への御礼を頂
きましたので、ご報告します。
大江　　徹 会員
　本日（6日）の例会を担当します。
小沢　昌博 会員
　先日、JC OB会にて各賞品多数当たりラッキーな一日でした。
飛岡　　抗 会員
　本日（20日）は広報委員会の担当例会です。OCTV社長丸山芳
明さんの講話です。宜しくお願いします。

・本人誕生日祝
橘　　精三 会員　　及川　ゆかり 会員　　池田　健太 会員
今井　範嗣 会員　　　　
・配偶者様誕生日祝
田中　　弘 会員　　中森　　保 会員　　今井　範嗣 会員
横尾　俊輔 会員　　河村　知明 会員　　　　

■次週プログラム予定
8月27日（水）「移動例会」※ビート資料館 （職業奉仕委員会）


