
一般社団法人次世代放送推進フォーラムの取組状況 
４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォローアップ会合 

～2020年に向けた４K・８Kの推進について～ 
 
 
 

資料１－６ 





● 総務省ＩＣＴ成長戦略会議「放送サービスの高度化に関する検討会」においてロードマップを策定･公表（2013年6月））。 

○  ２０１４年に「４Ｋ」、２０１６年には「８Ｋ」の試験的な放送を、衛星放送等において開始。 

   ２０２０年には、「４Ｋ」、「８Ｋ」の放送が本格的に普及し、市販のテレビで視聴可能となることを目指す。 

● ４Ｋ・８Ｋ放送の開始時期の前倒しと、スマートテレビと一体となった推進により、日本の強みであるテレビ製造事業 

  の活性化とグローバル市場における競争力の強化を図り、成長戦略につなげていくことを目指すとした。 

 ４Ｋ・８Ｋ放送のロードマップ（「放送サービスの高度化に関する検討会」取りまとめ） 2 









４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビなど高度な放送サービスを「前倒し」で実現。 
世界に先駆けて、視聴者の目に見える形で具体像を示し、需要喚起。普及を促進。 

１．目 的 

（敬称略） 

２．業 務 ① ４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビなど、高度な放送の試行的な実施   ② 放送に必要な設備の整備、所要の技術規格の検討 
③ 高度な放送に関する周知広報、国際的な情報発信 

※略称：ＮｅｘＴＶ フォーラム 
  （Next Generation Television & Broadcasting  Promotion Forum） 

スマートテレビに関する技術面・ 
ビジネス面の条件検討など 

5．組 織 3．沿 革 平成25年5月  2日 設立総会  （5月7日 登記） 
      6月17日  設立発表会 
平成26年6月  2日 「Ｃｈａｎｎｅｌ ４Ｋ」開局 

事業計画 立案、 
事業全般 の管理・統括 

社員総会 理事会 名誉会長 

顧問 事務局 

コンテンツ委員会 

次世代スマートテレビ 
関連委員会 

技術委員会 

事業計画、事業実施の決定 

技術検証・実証計画策定と実施、 
システム設計、標準化対応 

番組編成、コンテンツ制作、 
番組調達、設備の貸出など 

周知・広報活動、報道発表など 周知広報委員会 

運営委員会 

4K/8K、スマートテレビ 
利活用委員会 

医療、教育、防災などの産業分野
（BtoB）における4K/8K、スマート 
テレビの利活用推進方策の検討 

4．構 成 

【推進体制】一般社団法人 次世代放送推進フォーラム 

名誉会長 
内山田 竹志  日本経済団体連合会 
        産業技術委員長・情報通信委員長 

理事長 須藤 修   東京大学大学院情報学環長・学際情報学府長・教授 

顧 問 
鈴木 陽一  東北大学情報シナジー機構長・電気通信研究所教授 
伊東 晋   東京理科大学理工学部教授 
村井 純   慶應義塾大学環境情報学部長・教授 

社員 
 
 

<70> 

理事社 
  

*設立時 
 社員 

<21> 

日本放送協会、日本テレビ放送網、ＴＢＳテレビ、フジテレビジョン、 
テレビ朝日、テレビ東京、スカパーＪＳＡＴ、ＷＯＷＯＷ、東北新社、 
ジュピターテレコム、ソニー、東芝、パナソニック、シャープ、日本電
気、富士通、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクＢＢ、住友商事、電通 

上記 
以外 
の 
社員 

<49> 

放送衛星システム、スター・チャンネル、ワールド・ハイビジョン・チャンネル、日本

ケーブルテレビ連盟、日本デジタル配信、ジャパンケーブルキャスト、三菱電機、サム

スン日本研究所、アクトビラ、ピクセラ、富士フイルム、ＡＦＰ通信、共信コミュニ

ケーションズ、デジオン、プラットイーズ、住友電気工業、博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ                          （平成25年11月入社）  

名古屋テレビ放送                     （平成26年 2月入社） 

関西テレビ放送、ＩＯＤＡＴＡ、キヤノン、池上通信機    （平成26年 4月入社） 

朝日放送、ケイ・オプティコム、テレビ大阪、毎日放送、讀賣テレビ放送、ＣＢＣテレ

ビ、ＮＴＴぷらら、日立国際電気、イマジネーションテクノロジーズ、営電、ｓＭｅｄ

ｉｏ、計測技術研究所、東京現像所、ナックイメージテクノロジー、ＢＯＥジャパン、

ローデ・シュワルツ・ジャパン               （平成26年 6月入社） 

ＡＣＣＥＳＳ、東海テレビ放送、Ｂ－ＣＡＳ、メディアグローバルリンクス、ＴＯＫＹ

Ｏ ＭＸ、ミハル通信、釣りビジョン、スペースシャワーネットワーク、イマジカ・ロ

ボットホールディングス、ＮＨＫＭＴ、ＬＧエレクトロニクス （平成26年 9月入社） 
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Ｃｈａｎｎｅｌ ４Ｋ試験放送の安定運用 

 番組編成の拡大、コンテンツの配信、受信機の普及促進 
 

２０１６年以降にむけた技術仕様の策定 

 実用放送を考慮した運用規定の策定 
 

２０１６年のＢＳ試験放送にむけた貢献 

 体制、編成方針等の検討への貢献、４Ｋ・８Ｋコンテンツの確保への貢献 
 

４Ｋ・８Ｋの普及促進活動 

 国内外での効果的なプロモーション 
 

総務省事業への対応 

 ４Ｋ・８Ｋのロードマップにつながる実証検証の実施  

次世代放送推進フォーラムにおける今後の取組と課題 
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番組名 制作担当 番組名 制作担当 

PureJapan 写真家がミタ！隠れた
ビューポイント 

全国地域映像団体協議会 
追え！ヒカリのメッセージ 
4K映像で迫る生物の輝き 

テレビ東京 
ＢＳジャパン 

けーぶるにっぽん美・JAPAN 日本ケーブルテレビ連盟 絶景 パタゴニアのイマージュ（仮） 北海道テレビ 

2014佐賀インターナショナルバルーン
フェスタ ４Ｋ 

サガテレビ 中川翔子のマニア★まにある ＢＳ日本 

京都南禅寺界隈別荘群 春 ＮＨＫ 
じっくり、くっきり、古都さんぽ 
～紅の東福寺～(仮） 

毎日放送 

鉄道・マルチ画面（仮）  テレビ朝日 
時を超えた天平の美と技 
第６６回 正倉院展 

讀賣テレビ 

Railway Storyスペシャル 東北復興の
鉄路を行く 

ＷＯＷＯＷ (仮題)ニッポン釣り４景（4Ｋ） 釣りビジョン 

第37回 隅田川花火大会 テレビ東京 
女子バレーボールワールドグランプリ 
2014 日本×ロシア戦 

フジテレビジョン 

世界動物紀行 ４Ｋスペシャル（仮） ＴＢＳテレビ マスターズ 2014 ４Ｋ特別版（仮） ＴＢＳテレビ 

マルチヘリで巡る厳冬の北海道～
Winter Wonder Ｌand Hokkaido 空
中散歩～ 

札幌映像プロダクション 
2014ワールドカーリングツアー 
日本大会 

テレビ朝日 

水中絶景散歩 ～慶良間諸島国立公
園～ 

いまじん 
J.League Divsion1  
31節33節34節 3試合 

スカパーJSAT 

（参考） 次世代放送推進フォーラム ４Ｋ放送技術検証採択番組（１） 10 

※赤字番組は平成26年12月より「Channel 4K」にて放送開始 



番組名 制作担当 番組名 制作担当 

生中継！TOUCH！WOWOW2014 
 日清食品ドリームテニスARIAKE 

ＷＯＷＯＷ 

東京アイドルフェスティバル2014 
～史上最多！ｱｲﾄﾞﾙ138組が大集
結～ 

フジテレビジョン 

2014ツール・ド・フランスさいたま 
クリテリウム 

ジュピターテレコム 
笑点 特別編！ 桂歌丸 至極の芸 
「お札はがし」「栗橋宿」 

日本テレビ放送網 

‘14関西ＧⅠレース秋の陣～ジョッキー
だけが知る戦い～ (仮) 

関西テレビ 
HERBIE HANCOCK -One Night 
Premium Live- 

スカパーJSAT 

SEEDED ISLAND 
（宇宙に一番近い島） 

JVCｹﾝｳｯﾄﾞ・ﾋﾞﾃﾞｵﾗｯｸ 
・ｵﾙﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 

炎のコバケン（小林研一郎）が振る 
「第九」歓喜の歌（仮） 

東北新社 

明治日本の産業革命遺産（仮） フジテレビジョン 4Kクラシックコンサート（仮） 朝日放送 

The Legend Car 
～夢のスーパーカー対決～ 

ＮＨＫエンタープライズ 『ＳＫＥ４８ プレミアムライブ』（仮） 東海テレビ放送 

ヒストリーチャンネルpresents「ＶＳ
（バーサス） 勝つのはどっちだ！？～
戦車vs対戦車ヘリ～」 

東北新社 初音ミク「マジカルミライ 2014」（仮） 
東京メトロポリタンテレビ
ジョン 

コンクリート・ジャパン（仮） 電通 殺人偏差値７０ 日本テレビ放送網 

“4Kで甦る”歌川広重《名所江戸百景》〜
江戸の色彩と精細な木版技術〜 

立教大学現代心理学部 
（佐藤研究室） 

仮PureJapan 美人の追求！ 全国地域映像団体協議会 

（参考） 次世代放送推進フォーラム ４Ｋ放送技術検証採択番組（２） 11 

※赤字番組は平成26年12月より「Channel 4K」にて放送開始 










