四国コンテンツ連携推進会議
平成２０年度 第１回 香川地域部会
平成２０年５月２１日（水）１５：３０～１時間程度
香川県庁

１

北館

４Ｆ

第９会議室

経過報告
平成１９年度

成果物報告（ガイドライン部会、人材育成部会、各地域部会）

四国コンテンツ映像フェスタ‘０７
香川地域部会の活動報告
２

今年度の香川地域部会の取り組み
①地域コンテンツ制作支援パッケージの利活用等について
映像制作研修会との関係など
②他の部会との連携
四国コンテンツ映像フェスタ‘０８
地域コンテンツの利活用に関する部会

３

他の部会の取り組み状況など
①愛媛地域部会：平成２０年６月７日（土曜日）親子対象の映像研修会
平成２０年７月（５回程度）

松山市民対象

②人材育成部会
四国コンテンツ映像フェスタ’０８

検討状況

③地域コンテンツの利活用に関する部会の検討状況
④その他
４

その他
ホームページのリニューアルについて
ＳＮＳの廃止、新設の予定について
関係イベントのご案内

など

各地域部会の開催日程
徳島

５月２６日

高知

６月中旬（情報通信月間

愛媛

６月３／４／５日（調整中）

講演会に併せて開催）

H20.3.27

四国コンテンツ連携推進会議 平成２０年度 取組方針等
平成２０年

地域部会

3月27日

ガイドライン部会
◎成果発表
3/27 徳島市

四国コンテンツ連携推進会議
人材育成部会
利活用部会（新規部会）
第２回 四国コンテンツ連携推進会議（徳島県郷土文化会館）
◎映像制作研修
3/27 徳島市

●人材育成部会と連携し
コンテンツ制作活用ガイドブッ
クver.1の活用促進を図る

４月

●映像制作研修会をはじめ、
地域コンテンツに関わるイベン
ト開催に併せて、開催を検討 ◎コンテンツの流通、利活
する。
用フェーズにおけるガイドラ
イン
の策定方針等の検討
◎SNSバーチャル討議等

◎四国コンテンツ映像フェスタ’０７総括
●映像制作研修会の開催ニーズ
に対応して、計画的に研修会の
開催を検討する。
●地域コンテンツ制作支援パッ
ケージについて広く活用促進

◎地域コンテンツの消費、出力先
等について、仕組みづくりや実証実
験等を予定する新規部会について
検討
・メンバー募集、参加要請など
・具体的な実施計画の検討
・その他
◎SNSバーチャル討議等

◎四国コンテンツ映像フェスタ’０８（仮称）
に関する取組について検討
・総括を受けて開催可否を検討
・開催企画の検討
（開催趣旨、応募要領、開催形態など）

５月

６月

◎SNSバーチャル討議等
７月
◎ガイドライン
盛り込み事項等の検討

８月
９月
１０月

１１月

編集方針確定

地域ＩＣＴ未来フェスタ2008inとくしま
(H20.11.7～11.9 徳島県)
◎地域コンテンツの利活用に関する
フィールド実験を計画

１２月
１月
２月
３月

第３回 四国コンテンツ連携推
成果発表
進会議
時期、開催地は未定

●平成１９年度からの継続事業
◎平成２０年度の新規・拡充の事業

成果発表

四国総合通信局(事務局）

その他 関係の経過

四国コンテンツ映像フェスタ‘０８（案）

イメージ図

①６月上旬、コンテスト「募集要項」発表
全国のクリエータ、学生等、制作開始
①－２
コンテンツ取得のために素材
サーバーへアクセス

ｅ－とくしま推進財団が運営する
地域のコンテンツ・サーバ
学生、地域住民
(コンテンツ素材サーバ)
等が地域映像等
の素材を蓄積

①－３
素材サーバーからコンテンツ素材を入手
②創作活動
（セルフチェックシート、メタデータ）

愛媛県：愛媛CATV

ＪＧＮ２プラス網

四国管外
四国総合通信局

地域ワンセグ公開

各ＣＡＴＶ１次審査クリア

③作品提出（郵送：～９／１２）

四国管内

Ｗｅｂ公開

ＣＵＢＥ

ＣＵＢＥ

審査会
四国コンテンツ連携推進会議 構成員

徳島県：ケーブルテレビ徳島
香川県：ケーブルメディア四国
高知県：高知ケーブルテレビ

最優秀作品は、四国地域のＰＲコンテンツとして
各地域メディアで放映予定
地域ＣＡＴＶ
自主ＣＨによる入賞作品公開

コンテスト会場
（地域ＩＣＴ未来フェスタinとくしま（仮称）会場）
作品紹介、制作者紹介、表彰式等

地域コンテンツの共用を想定した情報通信メディアへの伝送実験（案）
～イベント用ワンセグ放送局及び他の地域メディアにおける地域コンテンツの共用方策について～
地域コンテンツサーバの蓄積コンテンツを共用し、出力メディア（ワンセグ放送、ＣＡＴＶ、インターネット等）からイベント会場、地域、全国配信等を行う。
JGNⅡとｷﾞｬｯﾌﾟﾌｨﾗｰｼｽﾃﾑを接続し、デジタル（ﾜﾝｾｸﾞ）放送を送信する。蓄積コンテンツのBMLのオーダリング加工、伝送、蓄積する。
（大阪テストベッドセンターでオーサリングしたワンセグ素材を、ＪＧＮⅡ及び徳島県等のﾈｯﾄﾜｰｸに接続したｷﾞｬｯﾌﾟﾌｨﾗｰｼｽﾃﾑで送信する。）
１ スケジュール
実験期間：平成２０年１０月２０日頃～１１月１０日 約３週間 （地域ICT未来フェスタ２００８inとくしま：平成２０年１１月６日～９日）
成果発表：関係セミナーを開催し、成果報告を実施（２０年度末）
２ コンテンツ共用サーバ
地域コンテンツポータルサーバ（ｅ－とくしま推進財団 運用）
MPEG、ＭＯＶ、WMP→FLV（サイズ：７２０×４８０）、RED５（FLV）ライブUP＆配信（サイズ：トラフィックにより可変）
デジタル放送用対応MPEG２、H２６４
TV放送用（内部アドレス）、インターネット用（外部用アドレス）
３ 出力メディア及び実施地域
イベント用ワンセグ放送局：徳島市（ギャップフィーラーにより２箇所を予定）
CATV：共有サーバからコンテンツ伝送の可能なCATV会社へ伝送（JGNⅡ回線等を活用予定）
インターネット：インターネットＴＶ、共有サーバからの提供（ポータルサイトによる提供、ポッドキャストなど）
４ コンテンツソース
共有サーバに、以下のようなコンテンツを蓄積し、出力メディアにあわせてコンテンツを選定、配信等を行う
四国コンテンツ映像フェスタ’０８ 応募作品（動画）
地域ＩＣＴ未来フェスタ２００８inとくしまPR情報（プロモーションビデオ、メイン会場、サブ会場のアクセス案内、施設案内、
周辺情報（食事、観光地など）、イベント案内など）
地域情報（地域ＣＭ、行政情報、徳島県市町村の紹介、その他NPO等の取組紹介など）
地域ＩＣＴ未来フェスタ２００８ｉｎとくしま 開催期間中 イベントライブ中継
その他
５ 実験システム（構成イメージ）
別図のとおり
６ モニター
イベント会場（地域ＩＣＴ未来フェスタinとくしま）をフィールドとして、来場者等からアンケート調査を実施。
実験参加団体から、コンテンツ共用を前提としたシステム検討についての課題や意見等を集約する。
７ 実験実施主体
検討会を設置
検討会メンバー：地域コンテンツの共用を想定した情報通信メディア検討協議会（仮称）
事務局：四国コンテンツ連携推進会議（利活用部会）

地域コンテンツの共用を想定した情報通信メディアへの伝送実験イメージ
地域ＩＣＴ未来フェスタ２００８inとくしま 開催期間中（11/7～９）を中心に地域コンテンツを共有した情報通信メディアによる伝送実験を実施する。

地域コンテンツ
住民、学生、ＮＰＯ、自治体
地域メディア等が作成

ブロードバンド
ＪＧＮⅡなどで
伝送

地域コンテンツ（共用）サーバ
(財)ｅ－とくしま推進財団で運用、管理

地域コンテンツ蓄積、閲覧 コンテンツ共用する情報通信メディアへの提供
（地域情報、イベント情報、コンテスト作品、イベントライブなど）

地域ワンセグ・イベント用ワンセグ放送（実験局）
メイン会場（アスティとくしま）、徳島市街地の計２箇所

ＣＡＴＶ事業者
自主チャンネル等で配信可能なCATV事業者

インターネット、インターネットＴＶ、ポッドキャスト

四国コンテンツ連携推進会議の情報サイト
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※ID・パスワードを忘れた方はこ
ちらまでお問い合わせください。

［平成20年3月27日］
（１）とことん地域コンテンツ･･･そ
の魅力と可能性について【PDF形
式】
（２）四国コンテンツ映像フェスタ’０
７
パンフレット【PDF形式】
写真1【PDF形式】
写真2【PDF形式】
写真3【PDF形式】
写真4【PDF形式】

ストリーミングコンテンツ準備中
四国コンテンツ連携推進会議の様子や講演会などを動画でご覧いただ
けるよう現在準備中です。順次掲載いたします。

［平成20年5月30日]
Websaving Broadband
～ブロードバンドでつなぐライフ＆
ライブ～
（四国コンテンツ連携推進会議の
取組を紹介するイベント）【PDF形
式】
［平成20年3月27日］
第２回四国コンテンツ連携推進会
議及び記念イベント開催
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活動経過・方針【PDF形式】
地域ＩＣＴ未来フェスタパンフレット
【PDF形式】

地域コンテンツを制作するためのノウハウ
から著作権処理方法、円滑な相互利活用
のための手続き方法について紹介してい
ます。≫メタデータ、セルフチェックシート、
契約書雛形の資料はこちらから

地域の人たち、職場の人たちと一緒に映
像制作に取り組む研修会を支援していま
す。

平成１９年度 成果報告
地域コンテンツ制作活用ガイドブ
ック【PDF形式】
地域コンテンツ制作支援パッケー
ジ【PDF形式】
地域コンテンツ流通実証実験（ｅ
－とくしま推進財団）【PDF形式】
当日の模様はこちらから
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