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第 30回 

衛星放送のプラットフォームガイドラインに関する委員会 

議事要旨 

 

開催日時 2016年 02月 25日 14:30～16:30 

開催場所 (一社)衛星放送協会 会議室 

 

 

出席者 

委員長   鳥居 昭夫   中央大学 経済学部 教授 

委員長代理    音 好宏   上智大学 文学部 教授 

委 員    石岡 克俊   慶応義塾大学 大学院法務研究科 准教授 

 委 員   井川 泉   ㈱シー･ティ･ビー･エス 代表取締役社長 

 委 員   園田 義忠   (一社)衛星放送協会 専務理事 

委 員   仁藤 雅夫   ㈱ｽｶﾊﾟｰ JSAT ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役 

 

 

事務局     木田 由紀夫  ㈱スター・チャンネル 顧問 

藤田 高弘   ㈱東北新社 放送本部 

美谷 衛    スカパーJSAT㈱ 放送事業本部放送営業部長 

寺師 宗宏   スカパーJSAT㈱ 管理本部総務部 

 

 

 

 【資 料】 

・ 議事次第、席次表 

第 29回議事録、議事要旨 

 

 

30-1  委員会ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄ 

30-2① ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの運用状況について 

30-2② [別紙 1]事業者連絡会開催状況 

30-2③ [別紙 2]ｽｶﾊﾟｰ!･ｽｶﾊﾟｰ!ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 

事業者動向 

 

30-2④ [別紙 3]第 44･45･46 回ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｶﾞｲﾄﾞ 

ﾗｲﾝ委員会(社内委員会)議事録 

30-3  「普及促進委員会」開催の状況について 
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１． 委員長挨拶 

鳥居委員長より「第 30 回 衛星放送のプラットフォームガイドラインに関する委員会」を

開催する宣言があった。委員長より、前回の議事録（案）並びに議事要旨（案）の確認が委員

に対してなされ、了承された。 

 

２． 申立の有無 

事務局から、前回の本委員会から今日に至るまで、特に申立は無かったとの報告がされた。 

 

３． 衛星放送のプラットフォームガイドラインの運用状況について 

スカパーJSAT代表委員による説明がなされた。 

(１) ガイドライン運用全般について 

ガイドライン運用全般について資料「30-2① ガイドラインの運用状況について」に則り、運

営されていることが報告された。また 2015 年 11 月～2016 年 11 月における状況説明があっ

た。 

(２)  スカパーJSATの事業者向け情報開示についての説明資料「ガ委 30-2②」 

[経営者連絡会] 

開催日時 11月 27日（金）開催 10：30～12：00 

開催場所 ANAインターコンチネンタルホテル東京 

テーマ  1) 2015 年度第 2四半期 業績概要 

2) 商品状況について 

3) 視聴動向調査について 

4) 視聴動向調査について 

5) BS スカパー！について 

6) 10 日間無料放送レビュー7)プラットフォーム編成について 

8) 110 度サービスにおける業務手数料について  

9) 翌シーズンの契約申込み事前受付対応について 10) 視聴料総額の最大化に向けて 

11) HDR(High Dynamic Range)への取り組み 

!2)IP の取り組みについて 

 

    

[事業者連絡会] 

開催日時 2015 年 11月 20 日（金） 10：30～12：00     

開催場所 スカパーJSAT本社（赤坂） 

1)概況報告 

2) 10 日間無料放送レビュー（9、10月結果） 

3) ＰＦ広報 ソーシャル展開について 
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4) お試し体験最小化について       

5) ヨムミル！アプリ リニューアルについて  

6) その他 

 

開催日時 12月 25日（金）10：30～12：00 

開催場所スカパー！本社（赤坂） 

1)概況報告    

2) 年末年始の宣伝展開について       

3) ３が日無料の特設サイトについて     

4) 新規加入者調査/マーケティングレポート    

  5) 2016 年度 プラットフォーム 設備・運用計画について 

 

開催日時 1月 29日（金）10：00～12：00 

開催場所スカパー！本社（赤坂） 

1) 概況報告 

2) 新メッセージＣＭについて 

3) 新規加入者調査、マンスリーレポート  

4) 現 TV向け VODサイト終了の件 

 

 

 [放送事業者の開閉局の動向（2015 年 11 月～16年 1月）] 「ガ委 30-2③」 

ｽｶﾊﾟｰ! ：開局  0ch | 閉局  0ch | 名称・内容等変更   4ch | 料金変更  1ch 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ S ：開局   0ch | 閉局  0ch | 名称・内容等変更   5ch | 料金変更  3ch 

 

(３) 普及促進委員会の開催状況 

資料「ガ委 30-3」に沿って、事務局より報告された。 

2015 年 9月から 11月に開催された、親会 4回分、ワーキンググループ 3回分について報告

があった。また親会については以下のような開催状況報告がなされた。 

 

 第 85回 2015.11.25(水) 

１． 第 84 回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 10 月の結果 

(2) 10 日間無料施策レビュー 

(3) 今後の施策 

(4) その他(業務手数料について) 
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 第 86回 2015.12.18(木) 

１． 第 85 回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 11 月の結果 

(2) 110 業務手数料に関して 

(3) その他(クーリングオフ、IPリニア) 

 

 第 87回 2016.1.20(木) 

２． 第 86 回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 12 月の結果 

(2) 今後の施策について 

(3) 次期スカパー！オンデマンドについて 

(4) 110 度業務手数料について 

(5) クーリングオフの件 

 

 第 88回 2016.2.17(水) 

３． 第 87 回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 1 月の結果 

(2) ＢＳスカパー！運用検討会について 

(3) ＢＳスカパー！連動企画の募集について 

(4) その他 

 

４． その他 

特記事項なし 

                                      以上 


