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第 35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 2017年 05月 31日 16:00～17:15 

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 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 

委 員  江口 覚郎   ｽｶﾊﾟｰ JSAT㈱ 執行役員常務 管理本部長 

 

事務局     岡本 光正   ㈱東北新社 取締役常務執行役員 

藤田 高弘   ㈱東北新社 デジタルメディア事業部 

美谷 衛    スカパーJSAT㈱ 放送事業本部放送営業部長 

酒井 陽一   スカパーJSAT㈱ 経営企画部 経営企画ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 

 

 

 【資 料】 

・ 議事次第、席次表 

第 34回議事録案、議事要旨案 関連資料 

 

 

35-1  委員会ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄ 

35-2① ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの運用状況について 

35-2② [別紙 1]事業者連絡会開催状況 

35-2③ [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 

 

35-2④ [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 

35-3  「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 35 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「35-2① 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 2017年 2月～2017年 4月における状況説明があった。 

・APABの 110度の左旋偏波を利用した 4Kの試験放送をスカパーJSATが受託して 4月 1 

日より開始。2018年 12月までを予定。 

・2 月 24 日の経営者連絡会で.小牧専務から放送事業者に対して紹介された、映像配信の普

及が著しい環境の中で今後の考え方について、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 35-2②」 

[経営者連絡会]  

開催日時 2017年 2月 24日（金）開催 10：00～12：15 

開催場所 ANAインターコンチネンタルホテル 

テーマ ・2016.3Q業績概要 

    ・Jリーグ放送終了の対応と影響：PF/商品解約状況、ホットボイス／ツイート 

  ・110度 CS後継機への切り替え（3/28） 

・A-PABの 4K試験放送開始、2018/12の本放送開始 

   ・東陽町設備更新：機能改善内容、スケジュール 

   ・110度 BS/CSでの 4K認定状況 

   ・商品状況 

    －商品ランキング 

    －基幹商品レビュー（新基本パック、セレクト５） 

・視聴動向調査 

   ・BSスカパーレビュー 

   ・2017年度プラットフォーム編成方針とプロモーション方針 

    ・光コラボ販路の状況 

   ・プレミアムサービス拡販状況：メーカー受信機、4Kの視聴環境整備 

  ・TV向け IPサービス状況 
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   ・スカパー！プラットフォーム事業における危機感の共有と生き残りに向けた考え方 

[事業者連絡会] 

開催日時 2017年 2月 17日（金） 10：00～11：30     

開催場所 スカパーJSAT本社（赤坂） 

1) 概況報告 

2) 各種調査結果ご報告 

3) 2-3月プロモーションプラン及び今後の WEBプロモーションについて 

4) 4Ｋ・HDR対応中継車「ＳＲ-１」の導入について 

5) その他 

開催日時 2017年 3月 31日（木）10：00～12：00 

開催場所スカパー！本社（赤坂） 

1) 概況報告 

2) 各種調査結果のご報告    

3) 2017年度プラットフォーム編成に関して 

4) 2017年度上期キャンペーン及び 事業者実施キャンペーンの共有について 

5) 4月以降のプロモーションプランについて 

6) サポート＆プレゼント定期報告 及び 半額視聴対策のご報告 

7) プラットフォーム設備更新について 

8) プレミアムサービスにおける番組考査に関するお願い 

9)その他 

 開催日時 2017年 4月 28日（金）10：00～12：00 

開催場所スカパー！本社（赤坂） 

1) 概況報告 

2) 各種調査結果のご報告 

3) ＢＳスカパー！ 1～3月レビュー    

4) スカパー！WEB手続きフォームの機能改善について 

5) テレビ向け IPサービス今後の予定 

6) 各種連絡事項 

7) その他 

   

 

 [放送事業者の開閉局の動向（2017年 2月～17年 4月）] 「ガ委 35-2③」 

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

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ  ：開局  1ch | 閉局  1ch |  内容等変更  0ch |  料金変更 4ch 
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(３) 普及促進委員会の開催状況 

資料「ガ委 35-3」に沿って、事務局より報告された。 

2017 年 3 月から 5 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 100回 2017.3.27(月) 

１． 第 99議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 2月の結果 

(2) 今後の施策 

 第 101回 2017.4.28(金) 

１． 第 100回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 3月の結果 

(2) 今後の施策 

 第 102回 2017.5.30(火) 

1. 第 101回議事録確認 

２．各 WG報告 

３．意見・情報交換 

(1) 4月の結果 

(2) 今後の施策 

(3)その他 

４． その他 

任期終了に伴い離任する鳥居委員長、井川委員、江口委員からご挨拶とこの 2 年間について

のコメントをいただいた。他の委員からも、コメントと離任する各委員に対して、感謝の意が

示された。 

鳥居委員長ついては、音委員から可能な限りにおいてオブザーバーとして参加することが要請

されて、鳥居委員長、各委員から了承された。 

                                      以上 


