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第 22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 2014年 2月 27日 15:30～17:00 

開催場所 ㈱スカパーJSATホールディングス 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   石橋 健司   日活㈱ 常務取締役 衛星メディア事業部門長 

委 員   園田 義忠   (一社)衛星放送協会 常務理事 

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   大江 淳彦   ｽｶﾊﾟｰ JSAT㈱ 執行役員 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長代行 

 

事務局     木田 由紀夫  ㈱スターチャンネル 代表取締役社長 

藤田 高弘   ㈱東北新社 放送本部 

高井 衛    スカパーJSAT㈱ 放送事業本部放送営業部長 

後藤 剛士   スカパーJSAT㈱ 経営戦略本部経営企画部 

 

 

 

 【資 料】 

・ 議事次第、席次表 

第 21回議事録、議事要旨 

 

 

22-1  委員会ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄ 

22-2① ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの運用状況について 

22-2② [別紙 1]事業者連絡会開催状況 

22-2③ [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 

 

22-2④ [別紙 3]第 32･33･34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 

22-3  「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 22 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。 

 

２． 事務局からの報告 

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。 

 

３． 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。 

 

４． 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 

ガイドライン運用全般について資料「22-2① ガイドラインの運用状況について」に則り、

2013年 11月～14年 1月における状況説明があった。 

 

(１)  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 22-2②」 

[経営者連絡会] 

 開催日時 2013年 11月 22日（金）10：30～12：00 

開催場所 ホテルオークラ東京 別館 

テーマ 

• 2013年度第 2四半期の業績概要 

• 大規模市場調査 

• １０月の１０日間無料放送について 

• 年末年始のプラットフォーム編成 

• 新商品について 

• プレミアムサービスのＨ.264移行状況について 

• 年末年始における販売促進について 

• 基幹システム「ＡＬＩＣＥ」について 

 

 [事業者連絡会] 

 開催日時 2013年 11月 29日（金）10：30～12：00 

開催場所 スカパーJSAT本社 

テーマ 

• 10月の 10日間無料施策 結果報告 

• 新規チャンネル募集について 
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• 視聴年齢制限設定「暗証番号消去手数料」の非徴収化について 

• エクストラネット上での解約理由の整理について 

• マンション共聴対応について 

• 自動移行及び塩漬け商品に関するお客様向け告知物について 

• クラビット対応について 

• その他 

 

 開催日時 2013年 12月 20日（金）10：30～12：00 

開催場所 スカパーJSAT本社 

テーマ 

• スカパーアワード OA告知（番組概要、構成の説明）および協力の御礼 

• 3月宣伝販促展開概要と 2週間お試し再鍵明けのお願い   

•  ロイヤルティプログラム中間報告  

•  春の引越しサポートキャンペーンの協力依頼 

•  2014年度プラットフォーム設備・運用計画について 

• 110CS事業者向け ロゴ変更手続きのご案内 

• 視聴動向調査について 

• その他 

 

 開催日時 2014年 1月 24日（金）10：00～12：00 

開催場所 スカパーJSAT本社 

テーマ 

• 3月のプロモーション計画について 

• 海外展開チャンネル「WAKUWAKU JAPAN」についてのご説明   

• H.264今後の移行施策について  

• 2014年度上期番組情報など締め切り日のご連絡 

• 4月号ヨムミルテーマについて 

 

 開催日時 2014年 2月 21日（金）9：30～12：30 

開催場所 スカパーJSAT本社 

テーマ 

• 2014年度プロモーション方針について 

• 番組情報の利用について   

• ハートプログラムについて  

• 会報誌 2014年度上半期広告販売について 

• 「ヨムミル！」の改定について 
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• 「消費税率変更」に伴う弊社チャンネルへのご提供素材（番宣・プロモ）での 

「料金表示確認」のお願い 

•   オプティキャストの合併について 

•  新顧客システム ALICEについて 1 

 

  【セレクト 5全体会】 

 開催日時 2013年 12月 20日(金)13：00～14：00、 

2014年 1月 17日(金)13：00～14：00 

開催場所 スカパーJSAT本社 

テーマ 

12/30  運営規定について（バイスルー設定含む） 

     プロモーションガイドラインについて 

    情報開示について 

    今後のスケジュール 

1/17  運営規定について 

プロモーションガイドラインについて 

    情報開示について 

    販売開始後の幹事に関して 

    プラットフォーム（3月）のプロモーション展開概要（予定） 

    今後のスケジュール   

 

[放送事業者の開閉局の動向（2013年 11月～14年 1月）] 

ｽｶﾊﾟｰ! ：開局  0ch | 閉局  0ch | 名称・内容等変更   1ch | 料金変更  2ch 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ S ：開局   0ch | 閉局  5ch | 名称・内容等変更   9ch | 料金変更  5ch 

 

(２) 普及促進委員会の開催状況 

資料「22-3」に沿って、事務局より報告された。 

12 月から 2 月に開催された、親会 2 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 66回（2013.12.19） 

1. 各 WG 報告 

   124/8委員会 ＳＤからＨＤへの移行は比較的順調。    

   基本パック プロ野球セット構成チャンネルが TBSチャンネル 2と FOXムービーが

加わったので、このダブルフェイス決議を行い、可決。 

2. 意見・情報交換 

 (1)スカパー！11月の結果 

   スカパー！サービスは 8,073件の純減。スカパー！サービスが単月で新規 3万件を
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割るのは 2010 年 7 月以来。3 月に 1 年以内の解約の方もしくはお試し体験を利用

しながら加入されてない方に対してアウトバウンドコールをかけ、加入促進をかけ

るということを計画中。 

 (2)セレクト５ 

   12/20（金）全体会議でセレクト５の基本的な規約を説明。規約は全チャンネル同

意を前提に、1/17 の全体会議で同意を得たい。その後、スカパーに約款届出書を

提出し、スカパーで取りまとめて総務省に約款変更手続きを行い、3/17（月）に告

知・販売同時開始としたい。ヨムミルにも掲載。3 月に加入の方の課金開始が 4/1

（火）告知と受付を同時開始で 3/17 からスタート。電話がかかってきた時点で、

基本パックへ誘導する 

 （3）Ｍｐｅｇ2終了と移行について 

 11 月においては告知・アウトバウンドの成果が出てＨＤ移行 30,662 件。12/15

現在で 12月分 14,000件となっており、合計で 123.8 万件プレミアムサービスの

移行が出来ている。プレミアムサービス全体が 163 万件、内基本料のみを含めＳ

Ｄのお客様が 40万件、その中で基本料のみが 23～24万件、残り 15～16万件 

 

 第 67回 H26.02.20(木) 

1.施策検討ワーキンググループ報告 

2.意見・情報交換 

 １）スカパー！1月の結果 

 ２）セレクト５と 3月の進捗 

 ３）Ｍｐｅｇ２終了に向けて 

 ４）スカパー！２０１４年度のプロモーション方針 

 ５）スカパー！サービス２０１３年度普及促進レビュー 

 ６）その他 

 

５． その他 

鳥居委員長より新たなチャンネルが基本パックに参加できなかった点について、質問がなさ

れた。仁藤委員から基本パック幹事会における同意が得られなかったことが説明された。 

 

鳥居委員長及び音委員から、視聴動向調査に参加を希望しなかったチャンネルについての質

問がなされた。仁藤委員および高井事務局員から、各チャンネルの不参加の理由が説明され

た。 

石岡委員から、第 21 回委員会の質問した H.264 サービスにおける事業者の立場と JASRAC と

の契約に関する進捗について質問があった。仁藤委員から、スカパー!社内においてリスクに

関しては情報共有している一方で、論点については整理済みであるとの回答がなされた。さ

らに、石岡委員からは、この点が当事者の合意にだけで法的に問題が解消されるというもの

ではないとの指摘がなされた。 
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