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カメラやレンズの新製品を巡るコース。今年は放送用、シネマ用、個人クリエイター
向けなど、幅広いジャンルから偏りなく新製品が登場。ここ数年のフルサイズや8K
高解像度の流れからガラッと変わった新製品に注目だ。

01 映像制作用交換レンズ「SIGMA CINE LENS」65mm　シグマ [#8502]
FF Classic Prime Line 65mmとFF High Speed Prime Line 65mmを展示。Classic 
Primeは高解像感と低コントラスト、見栄えのよいフレア、ゴーストによるクラシックな
映像表現を実現。High Speed Primeは、既存のラインアップとユーザビリティの統一
を実現しながらシネマレンズ専用設計の光学系を採用したプライムレンズとしている。

02 フルフレームプライム レンズ「Leitz Hugo」　三友 [#8505]
今年9月発表のHugoを展示する。小型、高速、軽量でライカMレンズの個性を十分に
発揮し、撮影時の個性を生み出すように近接撮影可能に設計されている。フルフレーム
レンズの初期7本セットは21mmから90mmまですべてT1.5で、18mmと135mmの
焦点距離のレンズも間もなく発売される。

03 スーパー35mmフォーマットCinema Line「FX30」　ソニーマーケティング [#7416]
Cinema Line共通のルックと操作性を備え、14+ストップのワイドラチチュードや6K
オーバーサンプリングによる高解像度の4K収録に対応。デュアルベースISOやブリー
ジング補正、フォーカスマップにも対応し、若手クリエイターの最初の一台となるだけで
なく、サブ機としての運用、機動力が求められるシーンにも適した一台。

04 8K VVシネマカメラ「V-RAPTOR XL 8K VV」　RAID [#7202]
DSMC2のRANGERと同じV-RAPTORの一体型モデルを展示。インターチェンジ
ブルマウントや内蔵NDフィルターを特徴とし、コンパクトでモジュール式の
V-RAPTORボディにマルチフォーマット8Kセンサーを搭載。8Kラージフォーマットと
6K S35に対応し、S35レンズと組み合わせた場合でも、常に4K以上の画質で撮影可能。

05 RUN GUNカムコーダー「HC-X2」　パナソニック コネクト [#6316]
今年10月20日発売のビデオカメラ「HC-X2」を展示する。1.0型MOSセンサー採用
と4K60P 10bit記録対応により、広いダイナミックレンジと低照度耐性を確保した記録
を実現。広角は24.5mmから被写体に寄れる光学20倍ズームの広い焦点域での撮影
により、さまざまなフィールドで使用可能。

06 放送用ズームレンズ「FUJINON HZK25-1000mm」　富士フイルム [#6315]
4Kを超える光学性能を有し、2つの大型センサー対応のデュアルフォーマット方式を
採用したPLマウントの箱型レンズ。通常時は、スーパー35mmに相当するイメージサー
クルを搭載。内蔵のデュアルフォーマットエクスパンダーを「フルサイズ」に切り替える
ことで、約1.5倍のイメージサークルとなり、対角41.3mmまでのセンサーに対応する。

今注目のバーチャルプロダクション関連を巡るコース。ロケ撮影を減らせて、天候に左右
されない話題の映像制作手法だ。バーチャルプロダクションのソリューションや「LEDディス
プレイ」「トラッカー」「メディアサーバー」を見て回れるコースを紹介しよう。

01 リアルタイムバーチャルプロダクション「Pixotope」　三友 [#8505]
プロダクションソフトウェア「Pixotope」の展示を行う。XR/VS（バーチャルシーン）のハイ
ブリッド展示では、スタジオセットにLEDディスプレイ（W2m×H2.5m 2.3mmピッチ）と
LEDの手前にクロマキーのカーテンを引いたVSを設置。XR/VSのコンテンツ切り替えが
簡単にできるポイントも含めて展示する。ARの展示では、パナソニック コネクトのPTZ
カメラ AW-UE150（FreeD D1プロトコル制御）を配置し、Pixotopeのキャラクターが
出現するデモを行う。ハイブリッドトラッカー「Pixotope Complete」のデモンストレー
ションも予定。

02 リモートプロダクションシステム「R2 SYSTEM」　池上通信機 [#6211]
同社製品ラインアップと近年注目のバーチャルプロダクション、リモートプロダクションなど
を展示する。トラッキングシステムなしでVFXを実現するR2 SYSTEMのバーチャルプロ
ダクションを実現する。VFXとは別にレール型R2 SYSTEMの参考出品もある。

03 disguise社メディアサーバー「vx4+」　ナックイメージテクノロジー、ROEと合同展示 [#6209]
VRプロダクション向けグリーンバックシステムとLEDウォールシステムを実演展示。LED
システムでは、業界標準のメディアサーバー disguiseとROE Visual社の高品位LEDビジョン
の組み合わせで展示する。disguiseのvx 4+は、バーチャルプロダクションやコンサート、
イベントの演出、プロジェクションマッピング、インスタレーションを想定して設計された
メディアサーバー。コンテンツの品質と再生性能を最大限に高めるコンテン制作を実現
可能にする。

04 バーチャルプロダクションソリューション　レスターコミュニケーションズ [#5116]
6m×3mのLEDディスプレイとビジュアル・グラフィックス製のカメラトラッキングシステム
「LinkBox」、Unreal Engineをインストールしたワークステーションのシステム構成でバー
チャルプロダクションシステムを実演する。LEDディスプレイを使ったバーチャルプロダク
ション導入に比べ、低コストで導入可能なコスパフォーマンス重視をコンセプトとしている。

近年のポスプロ業界は、リモートワークフローやクラウドストレージの導入により、業界
の働き方やコミュニケーションの方法に大きな変化が起きている。それらのツールを見て
回れるコースを紹介する。

01 クラウド対応ソリューション「Avid NEXIS | EDGE」　アビッドテクノロジー [#8302]
NEXIS | EDGEは、エディターが制作スタジオで編集している場合と同様のメディアアクセス
やワークフローを可能にするコラボレーション制作ツールだ。Webクライアントを使用すると、
チーム・メンバーは制作スタジオ、自宅、ロケ地などでコンテンツの検索、整理、ストーリー
ボード作成、編集、レビューが可能。

02 Samsung Portable SSD T7 Shield　日本サムスン [#8401]
ポータブルSSD「T7 Shield」の実機展示に注目。最大転送速度1,050MB/sを実現し、
大容量ファイルの転送でも安定したパフォーマンスを特徴とする。IP65準拠で水や粉塵に
対する耐性を持ちつつ、外側を耐衝撃に優れたエラストマーで覆うことにより、3mの落下
にも耐えうる耐久性を備えている。

03 インラインマネジメント「ColorBox」　AJA [#8501]
幅広いHDR/SDR規格の変換を実現するポータブルデバイス。DITがルックの読み込み、
調整、保存や制作関係者とクリエイティブベンダー間で色の正確性を確保するための参考
イメージ作成に対応。ライブイベント、撮影現場、ポストプロダクションなどの制作現場に、
正確かつ詳細な色空間の変換機能を提供する。

04 ポストプロダクションソフトウェア「DaVinci Resolve」　ブラックマジックデザイン [#8317]
バージョン18は、ひとつのプロジェクトで全員同時作業が可能な完結型ポストプロダクション
ソリューションを実現。国内でもサービスを開始したBlackmagic Cloudにより、エディ
ター、カラリスト、VFXアーティスト、アニメーター、サウンドエンジニアたちが世界中の
どこからでも同時作業を実現する。

05 映像制作プラットフォームシステム「ALBA e tramonto」　さくら映機 [#7309]
映像制作プラットフォームシステム「ALBA e tramonto」を初公開。ALBA e tramonto
のリモート編集テクノロジーは、遅延のない編集操作、コマ落ちなし、リップシンクずれなし、
12G-SDIによるリアルタイム外部モニタリング可能、インタレース再生描画対応
（SDI-OUT/PC全画面表示）、4K60P/HDR再生対応などを特徴としている。

06 Blustream社の「HEX70USB-KIT」　エーディテクノ [#5310]
カテゴリ5e以上のLANケーブル1本で1080 60PのHDMI信号を最大70m（4K 
UHD60P信号最大40m）まで伝送可能なHDMI延長器。帯域は最大10.2Gbpsで、
HDCP2.2及びDolby Atmosや他種サラウンドオーディオフォーマットにも対応する。
伝送距離は1080P Cat6/5eケーブル（4Kは40mまで）で最大70mまでと画像劣化の
少ない長距離伝送が可能。

LEDライトは、めざましい技術発展を遂げているアクセサリーだ。しかも性能が高く、
お手頃な価格を実現しつつあることから映像業界から大注目の存在である。ライティ
ングメーカーやカメラ周辺機器メーカーを見て回れるコースを紹介する。

01 ペデスタル「Osprey」シリーズ　ヴィデンダムプロダクションソリューションズ [#8504]
日本初となるVinten、Sachtlerブランドのペデスタル製品群「Osprey」、「Vario」シリーズ
を出展。「Osprey」シリーズは、Ospreyライト、Ospreyプラス、Ospreyプラス S、
OspreyエリートS、Ospreyスタジオ Sの5つのモデルで構成。可搬重量35kgの
OspreyLiteモデルから最大80kgをサポートする。

02 ヘッドセット通信ソリューション「Solidcom C1」　Hollyland [#8112]
ワイヤレス映像伝送システム「Mars 4K」、送受信モニター「Mars M1」、ワイヤレス
ビデオ伝送システム「Cosmo C1」、ワイヤレスインターカムシステム「Solidcom C1」、
スマートフォン用ワイヤレス送信機「Lark C1」を展示。Solidcom C1はHUBなしで
最大8つのヘッドセットに対応、ますます注目度が上がっている。

03 RGBライト LEDスポットライト「Forza60C」　NANLITE＆NANLUX [#7310]
Forza 720シリーズ、Forza 60C、FSシリーズ（FS-300BやFS-60Bなど）など
2022年の新商品を展示する。注目は70Wバイカラー LEDライトのFS-60Bで、
0.85kgと軽量ながら2700Kから6500Kまでの幅広い色温度に対応。3万円を切る
定価の実現もポイントとしている。

04 三脚システム「HS-150C/MC」　平和精機工業 [#7204]
HS-150、HS-150Mをカーボンモデル化した「HS-150C」「HS-150MC」に注目。
カーボン製三脚のRT20Cと専用設計されたスプレッダー SP-1B、フットパッドFP-1B
を採用したことで、HS-150、HS-150Mと比べ約20％（1.2kg）の軽量化を実現。
無段階式の「完全バランス」機能採用で、どのティルト角度でも確実にカメラが止まり、
直感的なカメラワークが可能としている。

05 大型LEDライト「LS 1200d Pro」　Aputure Imaging Industries [#6301]
Aputure製品の中でも、ボーエンズマウント採用で最大出力を特徴とする。ライトドーム
シリーズやランタンといったAputure製ライトシェイパー、DoP choice、CHIMERA
などの他社製アクセサリーも使用可能で、ボーエンズマウント対応の３種類のリフレク
ターが付属する。

06 27型 カラーマネージメント液晶モニター「ColorEdge CG2700」シリーズ　EIZO [#6202]
今年発売のHDRに対応した27型制作用モニター「ColorEdge CG2700X」、
「ColorEdge CG2700S」を初展示する。CG2700Xは4K UHD（3840×2160）
解像度、CG2700SはWQHD（2560×1440）解像度を持ち、両機種ともにHDR
（PQ/HLG方式）ガンマや映像制作専用のカラーモードに対応する。
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Inter BEE 2022へようこそ！
最小限の力で最大の効果が得られる
巡回マップを今年もご用意しました。
それが「Inter BEEの歩き方 2022」
です。
PRONEWS編集部が独自に書く
ブースの見逃せない製品やサービス
をピックアップし、効果的にかつ効率
よく巡回できるコースを用意しました。
このマップを片手にご自身の「目」と
「足」でInter BEE 2022を楽しんで
ください。

※この情報は2022年11月1日現在のもの
です。アップデート分に関しては、QRコード
からPDF最新版をご確認ください。

A カメラ＆レンズコース
カムコーダ/デジタルシネマカメラ/シネマレンズ/放送用レンズ B バーチャルプロダクションコース

LEDディスプレイ/メディアサーバー /トラッカー C ポスプロコース
編集ツール/ストレージ/ビデオインターフェイス/コンバーター D 撮影アクセサリーコース

三脚/LEDライト/ビデオインターフェイス/コンバーター
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動画レポーター募集！
Inter BEE会場に溢れるGoodなニュースを
動画レポートしてください。（1分以内） 詳しくはこちら

1. Twitter（@pronews）もしくは、Instagram@pronewsjp をフォロー
2. 「 #PRN2022 」をつけて、「 サポーター参加 」と投稿 ▶ 登録完了
3. 会場から、ニュース動画に「 #PRN2022 」をつけて投稿ください

参
加
方
法

11月末に
各種優秀賞を発表！
豪華賞品が授与！

disguise Japan、
ROE visualとの
コラボ展示

#6209 nac xR
ライブ配信の
あれこれお任せ！
SR-20HD

#5114 ローランド
カメラサポート
機材各
種展示中！

#8504 ヴィデンダムPS
初登場！

H.264配信＆収録
デバイス

#8501 AJA



2022年は各カメラメーカーからリモートカメラの発売が相次いでいる。これ
までは授業やビジネス会議のコミュニケーションなど簡易的な撮影に使用される
ことが多かったリモートカメラだが、1インチセンサーやフルサイズの映像制作
向けモデルの登場によりクリエイティブなコンテンツ制作でも選ばれつつある。
ここでは新たな映像制作手法として注目を浴びているリモートカメラ新製品を
紹介しよう。

4K60P/4：2：2/10bitの高品位な
映像撮影を可能としている。キヤノン
の屋内型の映像制作用リモート
カメラとして初めてHDR撮影にも
対応し、「HLG」と「PQ」の2つの方式
から用途に応じて選択可能として
いる。

動画撮影に適したAF動作と高い
追従性を有する「デュアルピクセル
CMOS AF」やキヤノンの映像制作
用リモートカメラとして初めて「瞳
検出AF」と「頭部検知AF」を搭載。
高速・高精度で安定した被写体
検出・追尾を実現し、スポーツなど
被写体の動作が激しい撮影でも

粘り強くピントを追従可能。

キヤノン独自のIP「XCプロトコル」
や「NDI|HX」、「SRTプロトコル」
に対応し、さまざまな機器との連携
が可能としている。また、リモート
プロダクション同様に、近年、新たな
映像制作手法として注目が高まって
いるバーチャルプロダクションに
おいても手軽に利用ができるよう、
バーチャルスタジオソフトとの親和
性が高い「free-dプロトコル」にも
対応し、高品質なVR/AR映像制作
に貢献できるという。

キヤノンは、2021年春にリモート
プロダクション市場に参入し、屋内
型の「CR-N500」と同エントリー
モデル「CR-N300」を投入。

CR-N700は、これら2機種の上位
機種として、放送局を中心とした
ニュース、ドラマ番組の制作や
スポーツイベント、コンサートの
ライブ中継などハイレベルな映像
制作に対応したリモートカメラシス
テムだ。

光学15倍ズームレンズ、1.0型
CMOSセンサー、映像処理プラット
フォーム「DIGIC DV7」を搭載し、

1.0型CMOSセンサー 映像処理プラットフォーム「DIGIC DV7」 CR-N700の背面端子部

幅広い場面で活用可能な最上位
スタンダードモデルとしている。

リモートカメラコントローラーの
AW-RP150GJ又はAW-RP60GJ
を利用した場合、1台のコントロー
ラーで、カメラ複数台をコントロール
可能。PoE++対応機器でネット
ワークに接続することで、LANケー
ブル1本で映像・音声や制御信号、
電源を確保可能。配線の数が減る
ため、ケーブルが抜けて撮影が中断
するなどの接続トラブルの減少や
電源の新たな工事をする手間を
省ける。また、ロケ地などで仮設
撮影する際、設営・撤収の手間と

時間が削減可能としている。

高画質映像をIP伝送できる、High 
Bandw id th  ND IとND I |HX  
version 2を標準搭載している。
High Bandwidth NDIは、高画質
な映像を低遅延でIP伝送すること
やNDI|HX version 2は、限られた
帯域幅でも効率良く映像伝送できる
のが特徴。また、映像ソースを同一
ネットワーク上のあらゆる機器から
利用可能で、IPアドレスが不明でも
自動認識を可能としている。

AW-UE80W/Kは、出演者の自然
な表情を引き出したい映像制作
現場や、場の雰囲気を崩したくない
イベント撮影に最適なリモートカメラ。

「撮られている感覚」を抑えるドーム
型デザインや動作音が小さく静音性
に優れた新ダイレクトドライブモー
ター搭載で、撮影現場の雰囲気を
壊さない自然な撮影を可能にして
いる。加えて、4K60Pの高画質
×74.1°の広角撮影×最大24倍の
光学ズームで、高品質な映像を
実現としている。リアリティショー
などの映像制作現場から、ビジネスや
教育現場における社内イベントまで

AW-UE80K（ブラックモデル） AW-UE80W/Kの背面端子部 リモートカメラコントローラー
「AW-RP150」

Canon Panasonic

AW-UE80W/K

パナソニック
4Kインテグレー
テッドカメラ

cameraPTZ2022
2022年の映像制作向けリモートカメラを選ぶ

JVCKENWOOD

KY-PZ400N

JVCケンウッド
4K PTZ
リモートカメラ

距離が限られた空間でも広範囲に
被写体をとらえることが可能。

NTPの時間情報をストリーミングに
重畳するVITCに対応。ネットワーク
経由で複数のカメラを同期すること
ができ、各映像の同期が重要な
コンサート、ショー、スポーツの
ストリーミング配信や、ライブプロ
ダクションにおけるミキシング時の
利便性が向上するという。

別売のリモートカメラコントロー
ラー「RM-LP100」1台で最大100台
のカメラ制御が可能。各カメラを、
同機のコントロールレバーとシーソー

型ズームレバーでPTZ操作できる
だけでなく、フォーカス・アイリス
制御、設定メニューの変更なども
可能。モニターの入力端子や接続
環境に合わせて、近距離ではHDMI、
長距離では3G-SDIといった映像
出力の使い分けが可能。HDMIで
は4K30P出力に対応。

また、LAN端子はPoE電源に対応し、
LANケーブル1本で電源供給と
動画伝送、カメラのコントロールが
可能で、設置やケーブルの引き回し
の負担を軽減できるという。

JVCケンウッドは、JVCブランドより、
ネットワーク経由で映像・音声のス
トリーミング配信が可能な4K 出力
対応の「KY-PZ400N」を発売した。

4K30P出力に対応する851万画素
1/2.５型CMOSセンサーを搭載し、
高精細な4Ｋ解像度で、さまざまな
シーンの映像描写を可能としている。

35mm換算で最大約316.8mmを
実現する光学12倍ズームレンズ
（デジタルズーム16倍）を搭載し、
離れた被写体も鮮明に映すことが
できる。また、約71°（35mm換算で
約26.4ｍｍ）の広い視野角により、
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またベース感度設定を変更する
ことで、ISOの上限を409600まで
拡張可能。
「G Master」など、約70本 のE
マウントレンズを装着でき、広角
12mmから超望遠1200mm焦点
距離までカバーする豊富なレンズ
群の中から撮影に適したレンズを
選択できる。

「VENICE」の開発において映画制作
現場の知見を得て培った画作りが
できる「S-Cinetone」を搭載。人の
肌を描写する際に使われる中間色
の表現力を向上させ、色合いはより
ソフトに、ハイライトの描写は被写体を

美しく際立たせる自然なトーンを
実現。

また、「S-Log3」「S-Gamut3」を
使用して最大のダイナミックレンジ
でノイズを抑えたクリアな映像表現
ができる「Cine EI」モードも搭載。
Cinema Lineならではのルックや
撮影設定が可能としている。
4K（QFHD解像度、3840×2160
ドット）で最大120fpsのハイフレーム
レート撮影に対応し、最大5倍の
滑らかなスローモーションにより、
印象的な映像表現を可能として
いる。

ソニーは、映像制作用カメラ商品群
Cinema Lineの新製品となるフル
サイズセンサー搭載レンズ交換式
旋回型カメラ「FR7」を発売した。

裏面照射型の有効約1030万画素
の35mmフルサイズCMOSイメージ
センサー「Exmor R」と画像処理
エンジン「BIONZ XR」を搭載。フル
サイズイメージセンサーならではの
浅い被写界深度を活かしたぼけ
表現に加えて、15ストップ＋の広い
ラチチュードと低ノイズにより、
幅広い輝度条件のもとで白とびや
黒つぶれをおさえ、ノイズの少ない
クリアな映像を収録可能としている。
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