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「Smart TV Box」を「ケーブルコンベンション 2012」に出展 
～世界初の Android™4.0 搭載セットトップボックスが登場～ 

 

KDDIは、Android™4.0を搭載した「Smart TV Box」（製造元:パナソニック株式会社）を、2012年7月18日

から開催される「ケーブルコンベンション2012」に出展します。 

 

「Smart TV Box」は、パナソニック株式会社からの全面的な協力のもと、開発・製造を行っています。 

一般社団法人日本ケーブルラボとの連携により、同ラボ技術仕様に準拠し、世界初（注）となる

Android™4.0 を搭載したケーブルテレビ用のセットトップボックスです。これまでのセットトップボックスの

機能である地デジ、BS、ケーブルテレビ放送受信に加え、Wi-Fiのアクセスポイントも搭載します。 

これにより、ご自宅のテレビやタブレット端末、スマートフォンなどのWi-Fi搭載機器で、YouTube™ や 

ニコニコ動画など多彩なコンテンツもお楽しみいただけます。 

また、使いやすさにこだわったユーザーインターフェースを搭載し、番組検索やインターネット検索も

快適な操作性でご利用いただけます。 

 

なお、KDDI は 2012 年 8 月より、ジャパンケーブルネット株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役 

社長:藤本勇治、以下 JCN）と共同で、サービス提供に向けたトライアルを開始します。 

 

KDDIは今後も、ケーブルテレビ業界全体の発展に一層の貢献をしていきます。 

 

詳細については、別紙をご参照下さい。 

 

(注)ケーブルテレビでは世界初となります。 

 

以 上 

＜参考＞ 

「ケーブルコンベンション 2012」の開催概要 

会期：2012 年 7 月 18 日から 7 月 19 日 

会場：大手町サンケイプラザ （東京都千代田区大手町 1-7-2） 

開催時間：2012 年 7 月 18 日午前 10 時から午後 6 時  

2012 年 7 月 19 日午前 10 時から午後 5 時 30 分  

主催：社団法人日本ケーブルテレビ連盟、社団法人日本 CATV 技術協会、一般社団法人衛星

放送協会 

 

 



 

<別 紙> 

1. 「Smart TV Box」について 
 

■ 先端で快適 
・Android™ 4.0 を搭載し、Google Play™ ストアをはじめ世界中の多種多様なアプリやコンテンツを 

大画面の TV で楽しめる。 

・デュアルチップを内蔵しインターネットやアプリが、快適な操作感で楽しめる。 

 

■カンタンだから見たくなる 
・テレビチューナに加え、ケーブルモデム、Wi-Fi のアクセスポイント（AP）を具備することで、 

ご自宅のスマホやタブレット端末、ゲーム機などの Wi-Fi 対応機器が配線なしで簡単に接続できる。 

・ＨＯＭＥ画面を起点として、上下左右／決定ボタンのカンタン操作ができる。 

・検索機能も充実、多チャンネルの見たい番組がすぐに見つかる。 

 

■コンパクトなデザイン 
・コンパクトサイズでデザイン性も良く、インテリアとしても楽しめる。 

・多機能でもシンプルな使い勝手を徹底的に追求した画面構成。 

 

スペック／仕様表 

基本仕様 日本ケーブルラボハイブリッド Box 技術仕様 SPEC-023 

プラットフォーム Android™ 4.0  

チップ 
デュアルチップ構成 

Android™ 用 SoC（TI 製 OMAP™ 4460）/TV 用 SoC  

通信機能 

DOCSIS 3.0 搭載  

LAN/WAN 端子 各 1 系統 （10BASE-T/100BASE-TX）  

Wi-Fi AP 機能搭載 （IEEE 802.11a/b/g/n、2.4GHz/5GHz） 

au スマートフォン向け「かんたん接続」対応 

TV 機能 

RF トリプルチューナ  (ダブル録画可能)   

外付け HDD 録画対応 （HDD 非内蔵） 

番組表（G ガイド） 

リモート録画対応 

外部出力 

映像出力 HDMI 

アナログ出力 (mini ピンジャック) 

光デジタル音声出力 

接続端子 USB 3 系統 SD メモリーカードスロット 1 系統 

外形寸法 幅 17.6cm 高さ 5.1cm（足含む） 奥行き 17.6cm（端子含む） 

メーカー パナソニック株式会社 

UI デザイン WOW inc. 
※Android、Google Play、YouTube は、Google Inc. の商標または登録商標です。 

※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標です。 

※DLNA は登録商標です。DLNA ディスクロゴは、サービスマークです。DLNA 認定は、デジタル リビング ネット    

ワーク アライアンスの商標です。Digital Living Network Alliance は、デジタル リビング ネットワーク アライ

アンスのサービスマークです。 

※電子番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した G ガイドを採用しています。 

※ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会

社の日本国内における商標または登録商標です。 

 

 



 

2. 提供予定のアプリケーションについて 

 
(1) 提供予定のアプリケーション一覧 

サービス名称 サービス事業者 サービス概要 

うたパス 
KDDI 株式会社／ 

株式会社レコチョク 

月額 315 円で、音楽チャンネル聴き放題。 新洋

楽から邦楽、懐かしのヒット曲まで、ジャンルは多

彩。 

au ヘッドライン 

※Smart TV Box で提供する「au

ヘッドライン」は機能限定版です。 

株式会社テレビ朝日／ 

KDDI 株式会社 

新のニュース映像を常時 100 本配信。 

Karada Manager for TV KDDI 株式会社 
生活に役立つ健康・美容情報、エクササイズ、レ

シピを日替わりでお届け。 

カレンダー KDDI 株式会社 
家族のスケジュール共有や、伝言板メッセージが

テレビで利用できる。 

キッズひろば 
株式会社ベネッセコーポレーショ

ン 

お子さまやファミリーで安心して楽しめるコンテン

ツを厳選して、対象年齢やジャンル別に提供。 

スマートカタログ 株式会社ニッセン 
ニッセンのファッション、インテリア、雑貨などのカ

タログを、テレビの大画面で閲覧できる。 

niconico 株式会社ドワンゴ 
日本 大級の動画サービス「ニコニコ動画」 「ニ

コニコ生放送」がテレビで楽しめる。 

ビデオパス KDDI 株式会社 
スマホでも、パソコンでも、テレビでも。映画、ドラ

マ、アニメなど豊富なタイトル数が月額 590 円で見

放題。 

ビデオラッシュ KDDI 株式会社 
人気の動画をピックアップ。テレビで簡単に、話題

のネット動画が楽しめる。 

ネットスーパー ヤマトシステム開発株式会社 
テレビで毎日の暮らしに必要な買い物が出来るネ

ットスーパーサービス。 

radiko.jp 株式会社 radiko 
テレビスピーカーでいつでもクリアな音声でラジオ

が楽しめる。 

LISMO WAVE KDDI 株式会社 
au スマートパス対応アプリとして、全国民放 52 局

の FM ラジオがお住まいのエリアに関係なく、高音

質でいつでも楽しめる。 

YouTube  Google™ 

世界中からアップロードされる多種多様な

YouTube 動画もご覧いただけます。 

現在、YouTube には、1 分間に 72 時間分以上の

動画が世界中から寄せられています。MLB をは

じめとする各種公式チャンネルや、スポーツや料

理などのハウツー動画、おなじみの可愛い動物の

動画をいつでも閲覧できる。 

 

(2)ご利用いただけるマーケット一覧 

マーケット名 提供企業 

au スマートパス KDDI 株式会社 

Google Play™ ストア Google™ 

ケーブルマーケット 一般社団法人日本ケーブルラボ 

 

(3)「Smart TV Box」向け au スマートパスのアプリケーション一覧 

アプリ名 提供企業 

RPG エンドオブアスピレイション 株式会社コトブキソリューション 

オセロ BTD STUDIO 株式会社 

ぷよぷよフィーバー 株式会社セガ 

 

 

 

 



 

3. 機器外観、画面イメージについて 

「Smart TV Box」外観デザイン ©Kom&Co.Design 
 

                 
 

「Smart TV Box」UI デザイン  ©KDDI 
 

 

    
 

 
 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面は開発中のイメージ画像です。 

以 上 

＜ホーム画面＞  

常に行動の起点となる画面。リモコン 

「ホーム」ボタンでいつでも遷移可能。 

＜TV エリア＞  

地デジ・BS・多チャンネルが楽しめるエリア 

＜PLAY（エンタメ）エリア＞  

インターネットならではの豊富なエンタメ 

コンテンツが楽しめるエリア。 

＜APPLICATION（アプリ）エリア＞ 

各マーケットから世界中のアプリ、TV 向

け 厳 選 ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド で き る エ リ

ア。ユーザーが自由に Widget を貼り付け

ることも可能。 

＜ INFORMATION （ 生 活 情 報 ） エ リ ア ＞ 

生活にまつわる便利なアプリや地域 

情報などが利用できるエリア。 


