日本ケーブルラボ ４Ｋ対応の
第３世代ＳＴＢ関連仕様を決定
ハイブリッドキャスト機能、リモート視聴機能も
来年からケーブルテレビで４Ｋの実用放送が始まるのを前に、日本ケーブルラボで
は、４Ｋサービスに対応し、ハイブリッドキャストサービス機能とリモート視聴サー
ビスを提供する機能にも対応する、第３世代ＳＴＢの仕様を決め、 月５日に開かれ
た、日本ケーブルラボの技術セミナーで発表した。
各メーカーはこの仕様に沿って、ケーブルテレビ向けの第３世代ＳＴＢの開発、製
品化を進める。各ケーブルテレビ局にとっては、新しいＳＴＢの全体像が見えたこと
で、４Ｋ放送への対応に一段と弾みがつくとみられる。
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■第3世代 STB によるケーブルサービス全体像

