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２０１２年１１月１６日 



今年はスマートテレビが
話題を浚った 



ＣＥＳとは・・・・ 

 全米家電協会(CEA：Consumer Electronics 
Association)が1967年から年1回開催されて

いる、家電・情報・通信・エレクトロニク
スに関する総合展示会。 

 2000社を超える参加企業と10万人を超える

来場者を数えるアメリカ最大にして世界最
大級の展示会であり、過去にはビデオカメ
ラやCDプレーヤー、プラズマテレビなどが
世界で初めて公開された。 

http://e-words.jp/w/E68385E5A0B1.html
http://e-words.jp/w/E9809AE4BFA1.html
http://e-words.jp/w/CD.html
http://e-words.jp/w/E38397E383A9E382BAE3839EE38386E383ACE38393.html


今年は韓国勢のスマートテレビが・・ 





中国勢（海信－ハイセンス）
もやって来た 





 

 

 

 

 

 

テレビは新時代へ 

入ったと云うのか？ 



しかし、未だこの言葉は人口に膾炙
していない 

２０１２年１０月現在の認知度は２０％以下 



インターネットだけを云う
なら・・・ 



元来スマートとはどうい
う意味？？ 

 

 

 

 

 

 

 

スマートの典型？？？上原謙は半世紀も前のハナシ 



「粋な」 

 垢(あか)抜け〈した女〉  

 乙(おつ)〈な味〉  

 粋(すい)〈な計らい〉  

 伊達(だて)  

 いかす 気が利いている  

 ハイカラ 

 モダン  

 シック  

 ドレッシー〈な装い〉  

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E5%9E%A2%E6%8A%9C%E3%81%91
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E5%9E%A2%E6%8A%9C%E3%81%91
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E5%9E%A2%E6%8A%9C%E3%81%91
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E5%9E%A2%E6%8A%9C%E3%81%91
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E5%9E%A2%E6%8A%9C%E3%81%91
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%B9%99
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%B9%99
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%B9%99
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%B9%99
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E7%B2%8B
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E7%B2%8B
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E7%B2%8B
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E7%B2%8B
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%BC%8A%E9%81%94
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%BC%8A%E9%81%94
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%BC%8A%E9%81%94
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E4%BC%8A%E9%81%94
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%99
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%A9
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%83%A2%E3%83%80%E3%83%B3
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC


「軽やかな」 

 身軽 

 スポーティ 

 軽快 

 快活 

 活動的 



「颯爽とした」 

 元気がよい  

 きびきび  

 ぴちぴち  

 きりっと  

 きりりと  

 ぴしっと  

 かっこいい  

 ダンディー 

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%81%8D%E3%81%B3%E3%81%8D%E3%81%B3
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%81%B4%E3%81%A1%E3%81%B4%E3%81%A1
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%81%8D%E3%82%8A%E3%81%A3%E3%81%A8
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%81%B4%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%A8
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?ei=UTF-8&stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC


英語としては 

 スマート（smart）＝ 

 

賢い、頭が切れる、 

  洒脱（しゃだつ）、 

  粋。 

  高知能の意。 

 



今は何でもかんでも 

   「スマート」が付く 



「スマートテレビ」の定義は現
在未だ無い 

①インターネットに接続可能 
通常のテレビ番組に加え、インターネットに接続し、ネット上の
動画やビデオ・オンデマンド（VOD）サービス視聴が可能。 
②パソコンと同等の情報処理能力を持つCPU（中央演算処理装
置）を保有 
通常のWebサービスを利用可能なだけではなく、テレビ番組や
ネット動画、Webサイト等の横断的な検索も可能。またテレビア
プリをインストールすることにより、ゲームやSNS等のコンテン
ツサービスを楽しむことができる。 

最近のTVは何らかのCPUは搭載され
ているが、パソコン並みのCPUを積ん
でいるかどうかがポイントである。 



より詳しく特徴を述べる
と・・ 

 スマートテレビの概要を説明するために、下記の4つの特徴
を示した。 
【特徴①】LANケーブルによる有線接続や無線LAN接続によ

るインターネット接続によりパソコンやスマートフォンな
どと同様に、動画視聴（VOD含む）、SNSサービス、オンラ
インショッピングなどの機能・サービスが利用可能 
【特徴②】テレビ番組を見ながら画面分割によりSNSや関連
情報を表示させることが可能 

【特徴③】検索やコントロールをリモート機器（リモコン
やスマートフォン・タブレット）で操作することが可能 
【特徴④】スマートフォンやタブレットとの連携やDLNAに
よるホームネットワーク連携が簡単に実現 



似て非なるものは・・・ 

    インターネットＴＶ 

 インターネットTVは、上記①だけの機能を有するテレビ受像機またはSTB
等を指す 

 

 STBとは、テレビ受像機をネットワークに接続して双方向通信を実現する
ような家庭用通信端末の総称である。 

 CATVや衛星放送の受信機、ビデオ・オン・デマンド、双方向TV、通信カ
ラオケ、インターネットまで、およそテレビの通信機能を付加・拡張する
機器全般がSTBに含まれる。おおむねハコの形状をしており、テレビの上
に置いておくことが多いので、上に置くハコ（set top box）と呼ばれる。 

 
セット トップ ボックス (STB：Set Top Box) は、ケーブルテレビ放送や衛星放送、
地上波テレビ放送（デジタル放送、アナログ放送）、IP放送（ブロードバンド
VODなど）などの放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な信号に変換
する装置。ブラウン管テレビではテレビの上に置いていたことからこの名があ
る。 

http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://www.sophia-it.com/content/CATV
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
http://www.sophia-it.com/content/TV
http://www.sophia-it.com/content/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1
http://www.sophia-it.com/content/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1
http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://www.sophia-it.com/content/set+top+box
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9B%E6%98%9F%E6%94%BE%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E6%94%BE%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E6%94%BE%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%8F%97%E5%83%8F%E6%A9%9F






テレビのネット機能には限界がある 

① ＣＰＵの機能はそれほど高くない 

② コンテンツが動画配信など限定的である 

③ Ｗｅｂブラウザが入っていないことも多い 

④ 入力システムがリモコンのみで、 

  キーボードやマウスは無い 

 



日本のテレビは大きく変
わったが・・ 



地デジ化に伴う需要増が
大きかった 



そして価格はグンと下がった 



ヨドバシのテレビ売り場
へ行くと 



一等地は韓国勢！・・・ 



今や韓国勢が１・２位を占めている 





そして価格は下落の一途
を辿る 



日本メーカーのシェア争いは 



日立はテレビ自社生産から撤退 

 日立製作所は1月23日、薄型テレビ事業の
再編を発表した。1956年にスタートした
テレビの自社生産は9月末までに撤退し、

今後は海外メーカーに生産を委託し、収
益性を向上させる。 

  唯一の生産拠点だった日立情映テック
（岐阜県美濃加茂市）でのテレビ生産を9
月末までに終了。中国など海外のEMSに生

産を委託し、自社ブランドでのテレビ販
売は続ける。 

 



東芝もテレビ国内生産から撤退 

 東芝は2012年5月17日、3月末にテ

レビの国内生産から撤退したと発
表した。 

 12年3月期のテレビ事業は約500億

円の赤字と経営の足を引っ張って
おり、コストのかかる国内生産は
もはや維持できないと判断した。 



天下の秋を知る 



日本のテレビメーカーは軒並み大赤字 

 12年３月期の連結業績見通しで 

 シャープは2900億円、 

 パナソニックは7800億円の最終赤字
に転落し、ソニーは４期連続となる
2200億円の赤字を計上する見通しだ。 

 

 ３社はそろって社長交代に
踏み切る。 







日本のテレビメーカーは壊滅状態 



スマートどころか、 

    お先真っ暗！！ 



これまでテレビは大いに
進化して来た 

    白黒テレビ 

    カラー 

    音声多重 

    ビデオ 

    衛星多チャンネル 

    ハイビジョン 

    液晶薄型 

    大画面 

    デジタル化 

    3D 

    ネットTV 

 
 



起死回生のアイディアは？？ 

   

 

 

 

 

 

 

３Ｄもイマイチ？？？？？ 



スマートテレビしか妙策
なし！！ 



テレビは早々買い替えは出来ない 



せめてＳＴＢでお茶を濁
すか・・・ 



それにしても大不振に 

  思案投げ首・青息吐息 



要するに「スマートなテレビ」とは 

私はこう定義したい。 

 

従来の受動的なテレビの視聴ではなく、 

「見たいものを」 

「見たい時に」 

能動的にテレビを視聴すること 



我が家のテレビのスマート化－1 

BLU-RAY RECORDER 



ＤＶＤライブラリーは８００枚余に達した 



我が家のテレビのスマート化－２ 
外付けＨＤＤ（2ＴＢ）接続による録画 



我が家のテレビのスマート化－３ 
ＶＧＡ接続によりＩＰＡＤが見れる 

 



我が家のテレビのスマート化－４ 
無線ＬＡＮアダプターによりネット視聴 



我が家のテレビのスマート化－５ 
W INDOWS MEDIA PLAYERの接続により多数の映画が 



二つのリモコンを使う 



おまけとして、ＢＡＮＧ ＆ ＯＬＵＦＳＥＮの 

ＣＤプレーヤーをスピーカー代わりに接続 



リモコン操作も覚えるのが一苦労？ 



カウチポテトというわけには行かない 



観たいものは宛がい扶持でなく、 

    自分で探して選んで観る 



スマートテレビは老人を 

スマートにする？？ 

 

 

 

 

 

 

 

                    －おわり－ 


