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8K

グローバル版：テレビの New Year's Resolution:8K の波が到来

4K テレビを保有している視聴者にとっては、お気に入りの番組や映画、
ビデオをシャープな画質で視聴することが日常化しているだろう。しか
し今後数年で、その映像はさらに高精細になるかもしれない。
デロイトは、4K からのアップグレードや補完として、8K が 2021 年に
世界で 33 億ドルの収益を生み出し、さらに市場はその後数年で着実
に拡大すると予測している 1。これらの収益は、主に 8K テレビの民生用
販売（平均価格 3,300ドルで 100 万台販売されると予測）によるもの
である。さらに、8K コンテンツの制作費および制作関連機器（カメラ、
モニター、ストレージ、コンピュータなど）の販売に関しても、世界的に
年間数億ドルの収益が見込まれる。
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8K とは？

8K の名称は、解像度に由来している。8K の解像度は縦横比
16:9 の 画 面 上 で、 水 平 方 向 7,680 × 垂 直 方 向 4,320 ＝ 約
3,300 万画素に相当する 2。
（水平方向のピクセル数が約 8,000
のため、8K と呼ばれる）一方 4K では約 830 万画素である 3。8K

には次の仕様も含まれている。
• フレームレート（1 秒間に処理される静止画像数）：24～120
フレーム／秒
• 自然界で利用可能なすべての色に加え追加の人工色までを含
む色の範囲、および輝度に関連するダイナミックレンジの改善 4
• サラウンドサウンドを 22.2ch にアップグレードしたオーディオ 5

8K

8K の普及に関しては、コンテンツの量が少なく6、テレビの価格が高額
で（プレミアムモデルで数万ドルに達すると想定）、消費者の多くが 4K
との明確な品質の差異を区別しづらい 7 という大きく3 つの障壁がある
ように見える。しかし実際のところ、8K の解像度で視聴できるコンテン
ツは現時点でも既に豊富にあり、今後も 4K や HD 映像のアップコン
バートや UGC （User-generated-content：ユーザー生成コンテン

プレイ、デジタルサイネージ、見本市、ライブイベント、オフィスの受付
等でのユースケースが想定される。
8K の消費者への普及は、通信事業者や SVOD 事業者のビジネスチャ
ンスにもつながるだろう。通信回線の高速接続や、8K コンテンツを視
聴可能な SVOD サービスのプレミアムパッケージ化、通信回線とのバ
ンドル化などが方策として考えられる。

ツ）、ゲームを含めて増加していくことが想定される。価格については、
4K テレビと同じペースでの価格低下と普及には至らないものの、4K 8K スクリーンを所有することで、画素密度、色域、画面の明るさ、およ
と 8K のパネルの価格差が縮小することで 8K テレビの販売が加速する びサウンドの面で可能な限り最高の品質で映画やテレビ番組を楽しむ
可能性がある。また、8K テレビの需要が高まることで供給が増加し、 ことができる。これにより、利用可能な最上級の品質の画面で次世代
さらなる価格低下が起こることも考えられる。画質については、画面の の 8K ビデオゲームを表示できる可能性も広がる。また、映像コンテン
サイズが大きくなるほど 8K の解像度が際立つため、特に 75 インチ以 ツを視聴するだけでなく、デジタル壁紙や、ホームワーカー向けの生産
上の超大型パネルでは滑らかで臨場感のある映像の魅力が伝わり、消 性ツールの表示などの用途にも利用できるようになるだろう。
費者への訴求につながるだろう。
実質的に今日のすべての消費者にとって、テレビは日常生活に欠かせ
また、8K のエンターテインメント以外の用途への活用の可能性もある。 ないものである。8K の映像と音質の魅力と相まって、部屋の中心で存
テレワーク時のビデオ通話や資料共有、オンラインエクササイズ、美術 在感を示す大型のスクリーンが好まれるようになるだろう。最新で最
作品や自然映像などの「デジタル壁紙」としての利用などが用途とし 大、最先端のテレビセットを所有することで満足感を得る人も多いの
ではないか。8K テレビはこのように消費者の様々な目的を満たすもの
て挙げられる。
2021 年時点で作成・リマスターされる 8K コンテンツは B2C の消費 であり、その観点で 8K が 2021 年以降のテレビ市場を席捲する可能
者向けをターゲットにしたものが多いと考えられるが、それ以外に商用 性がある。
目的での利用場面も広がっていくだろう。具体的には、小売店のディス
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