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Inter BEE 2018 特別企画

INTER BEE IP PAVILION – IP 実機接続デモ初開催決定！
１1⽉14⽇(⽔)から 16⽇(⾦)までの 3⽇間、幕張メッセ（千葉市）で開催される、最新の映像・放
送・通信・⾳響・照明・メディアビジネスのイノベーションが⼀堂に集まる国際イベント、「Inter BEE
2018」では、特別企画として、次世代のライブ映像制作と配信を実現する IP ライブ伝送の IP 実機接
続デモと、IP 関連製品の解説を行う展示と各社のリレーセミナーでまとめて紹介する「INTER BEE IP
PAVILION」を実施します。
IP 実機接続デモは、Inter BEE では初めての開催となります。実際に各出展ブースとの IP 実機による
接続デモの様子をご覧いただける場として展開します。
また、11 月 16 日（金）15:00-17:00 国際会議場 2 階「コンベンションホール A」では、INTER
BEE FORUM 基調講演 6「IP ライブ伝送の規格と導入事例」を開催し、IP ネットワークの高速化が急
激に進む今、IP ライブ伝送に関する最新の取り組みをご紹介します。

■INTER BEE IP PAVILION ‐IP 実機接続デモ-

展示ホール 3「3112」

※4 つのコーナーで展開します。
SMPTE ST2110 インターオペラビリティ
参加予定企業：ソニー株式会社、リーダー電子株式会社、株式会社 TFF テクトロニクス社、セイコー
ソリューションズ株式会社、グラスバレー株式会社、NEC、株式会社朋栄、シスコシステムズ、オタ
リテック株式会社、株式会社フォトロン、東芝インフラシステムズ株式会社、など
SMPTE ST2022-6 インターオペラビリティ
参加予定企業：株式会社芙蓉ビデオエイジェンシー、NEC、株式会社朋栄、株式会社メディアリンク
ス、メラノックステクノロジーズジャパン株式会社、など
ARIB STD B73 インターオペラビリティ
参加予定企業：ソニー株式会社、株式会社朋栄、アルビクス株式会社、日本コントロールシステム株
式会社、リーダー電子株式会社、エイチ・シー・ネットワークス株式会社、など
画質比較（JPEG-XS・TICO・LLVC・J2K）
参加予定企業：アストロデザイン株式会社、株式会社メディアリンクス、など

■INTER BEE IP PAVILION ‐ IP 関連企業展示 -

会場 展示ホール 3「3111」

参加予定企業：
池上通信機株式会社、三信電気株式会社、ジャパンマテリアル株式会社、タスカム/ティアック株式会
社、東芝インフラシステムズ株式会社、株式会社ニューメディア、株式会社フェアーウェイ、など
■INTER BEE IP PAVILION ‐ リレーセミナー -

展示ホール 3「3214」

※聴講方法 会場に直接お越しください。
11 月 14 日（水）
12:00-12:20 「IP に対応した I/O に求められる機能」ジャパンマテリアル（株）
12:30-12:50 「放送品質を実現する M3L 社の 12G-SDI 向け 25GbE 対応 SMPTE ST2110 および
ST2059 IP コアのご紹介」
（株）メディアリンクスエルエスアイラボ
13:00-13:20 「講演内容調整中」ソニー（株）
13:30-13:50 「LiveU システムによる映像伝送革命～進化し続けるモバイル映像配信～」三信電気（株）
14:00-14:20 「SDI・IP 共存システムへの取り組み」（株）朋栄
14:30-14:50 「講演内容調整中」メラノックステクノロジーズジャパン（株）
15:00-15:20 「TASCAM Dante 対応製品と導入アプリケーションのご紹介」タスカム/ティアック（株）
15:30-15:50 「Media Switching Network（次世代ビデオ伝送 SDN）」
（株）メディアリンクス
16:00-16:20 「広告収益最大化を実現する高品質ライブエンコーダ」カペラシステムズ
16:30-16:50 「映像の IP 伝送とリーダー電子の取り組み」リーダー電子（株）
11 月 15 日（木）
11:00-11:20 「IP システムで生放送番組制作は可能か？池上通信機の取り組みと Inter BEE での展示概要」
池上通信機（株）
11:30-11:50 「講演内容調整中」ソニー（株）
12:00-12:20 「講演内容調整中」（株）フェアーウェイ
12:30-12:50 「放送品質を実現する M3L 社の 12G-SDI 向け 25GbE 対応 SMPTE ST2110 および
ST2059 IP コアのご紹介」
（株）メディアリンクスエルエスアイラボ
13:00-13:20 （株）イノコス
13:30-13:50 「4K IP ライブ伝送（TICO/J2K/WDM）
」（株）メディアリンクス
14:00-14:20 「演奏所設備の IP 化～マスターを中心に～」NEC
14:30-14:50 「講演内容調整中」メラノックステクノロジーズジャパン（株）
15:00-15:20 「SDI・IP 共存システムへの取り組み」（株）朋栄
15:30-15:50 「放送局設備の IP 化に関する SMPTE の標準化動向」SMPTE
16:00-16:20 「4K IP プロダクション：SDN によるネットワーク制御/ステータス可視化とブロードキャ
ストコントローラによる統合監視・制御～embrionix・BFE・Mellanox による提案と導入事
例のご紹介～」デジキャス合同会社
16:30-16:50 「映像の IP 伝送技術とフォトロンの取り組み」
（株）フォトロン

11 月 16 日（金）
11:00-11:20「広告収益最大化を実現する高品質ライブエンコーダ」カペラシステムズ
11:30-11:50「映像の IP 伝送技術とフォトロンの取り組み」
（株）フォトロン
12:00-12:20「IP に対応した I/O に求められる機能」ジャパンマテリアル（株）
12:30-12:50「講演内容調整中」
（株）フェアーウェイ
13:00-13:20「4K IP プロダクション：SDN によるネットワーク制御/ステータス可視化とブロードキャス
トコントローラによる統合監視・制御 ～embrionix・BFE・Mellanox による提案と導入事例
のご紹介～」デジキャス合同会社
13:30-13:50「放送局設備の IP 化に関する SMPTE の標準化動向」SMPTE
14:00-14:20「講演内容調整中」
（株）イノコス
14:30-14:50「演奏所設備の IP 化～マスターを中心に～」NEC
15:00-15:20「LiveU システムによる映像伝送革命～進化し続けるモバイル映像配信～」三信電気（株）
15:30-15:50「TASCAM Dante 対応製品と導入アプリケーションのご紹介」タスカム/ティアック（株）
■INTER BEE FORUM 基調講演 6 「IP ライブ伝送の規格と導入事例」
日時：11 月 16 日（金）15:00-17:00
場所：国際会議場 2 階「コンベンションホール A」

※WEB 聴講予約受付中！

「NHK の考える今後の放送システム」
日本放送協会 技術局長・副技師長 春口 篤 氏
「IP ライブプロダクション相互接続検証より」
日本放送協会 放送技術局 報道技術センター 中継部 北島 正司 氏
導入事例 「IP を選択した考えと導入システムの概要紹介」
「スカパー!の 4K 放送システム」
スカパーJSAT 株式会社 技術運用部門放送技術本部 放送システム部長 仙澤 隆 氏
「QVC が IP 伝送を採用したワケ」
株式会社 QVC ジャパン コマースプラットフォーム本部 本部長 高倉 裕助 氏
「新 HD スタジオサブシステム更新概要（仮）」
三重テレビ放送株式会社
「IP ベースによる回線センターの更新」
東海テレビ放送株式会社 放送技術部・副部長 加藤 伸一 氏
「新 4K 中継車/制作サブシステム」
奈良テレビ放送株式会社 クロスメディア局 局次長 浅井 隆士 氏

以
Inter BEE 公式 Website「Inter BEE ONLINE」で入場事前登録受付中です。
【Inter BEE 2018 開催概要】
■会

期：2018年11月14日（水）・15日（木）10:00-17:30、11月16日（金）10:00-17:00〔3日間〕

■会

場：幕張メッセ（国際展示場 展示ホール1～8、イベントホール、国際会議場）千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

■入

場：無 料（登録制）

■主

催：一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
【報道関係者からの本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人電子情報技術産業協会 企画管理部広報室（担当：吉田）
TEL：03-5218-1053 / 080-7749-2249 E-mail：press@inter-bee.com
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