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１． 委員長挨拶

鳥居委員長より「第 33 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

ｽｶﾊﾟｰ 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「33-2① 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 2016 年 8 月～2016 年 10 月における状況説明があった。
そのなかで、スカパー！プレミアムサービス放送事業と関連事業が㈱スカパー・ブロードキ
ャスティングから、㈱スカパー・エンターテイメントに移管されたことが報告された。
(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 33-2②」

[経営者連絡会]
開催日時 9 月 1 日（金）開催 10：30～12：00
開催場所 ホテルオークラ別館（2 階） オーチャードルーム
テーマ 1) 2015 年度 第１四半期 業績概要
2) 商品状況について
3) 視聴動向/きっかけコンテンツ/「有料視聴」視聴規模
4) BS スカパー！について
5) コンテンツ施策
6) プラットフォーム編成/プロモーションプラン
7) WEB 販路の拡大/スマートフォン向け広告の強化
8) FTTH 光コラボによるスカパー！/プレミアムサービス拡販
9) プレミアムサービス拡販
10)HDR 放送への取り組み
11)スカパー！オンデマンドの状況
12)テレビ受像機での２つの展開について
13)IP サービス概念図
14)My スカパー！/1 ヶ月番組情報のパーソナライズ化
15)今後の公式サイト/アプリの展開について
16)アンテナ 500M の不具合について
17)有料放送契約約款に則した顧客対応の実施について
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[事業者連絡会]
開催日時 2015 年 9 月 30 日（金） 10：00～12：00
開催場所 スカパーJSAT 本社（赤坂）
1)概況報告
2)各種調査結果のご報告
3)10 日間無料放送について
4)プロモーションについて
5)特集サイトの共有
6)WEB 本登録フォーム改善と再加入促進施策について
7)業界活性化に向けた取組について
8)SPOD 今後の運営方針＆TV 向け IP サービスについて
9)下期キャンペーンについて
10)各種ご連絡事項
11)その他
開催日時 2016 年 10 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)各種調査結果ご報告
3)ＢＳスカパー！7～9 月レビュー
4)10 日間無料放送について
5)業界活性化施策の御礼と報告
6)ヨムミル編集内容について
7)スカパー！プロモの L 字画面終了について
8)翌月再契約時の視聴料請求について
9)情報開示サービス等のホームページ掲載について

[放送事業者の開閉局の動向（2016 年 8 月～16 年 10 月）] 「ガ委 33-2③」
ｽｶﾊﾟｰ! ：開局 0ch | 閉局
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ：開局

0ch | 内容等変更 1ch | 料金変更 4ch

0ch | 閉局 1ch | 内容等変更

2ch | 料金変更 6ch

(３) 普及促進委員会の開催状況

資料「ガ委 33-3」に沿って、事務局より報告された。
2016 年 8 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。
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 第 93 回 2016.8.24(水)
１． 第 92 議事録確認
２．各 WG 報告
３．意見・情報交換
(1) 7 月の結果
(2) 今後の施策
(3) 次期スカバーオンデマンド進捗及びテレビ向け IP サービス展開について
(4) BS スカパー！運用検討会
 第 94 回 2016.9.28(水)
１． 第 93 回議事録確認
２．各 WG 報告
３．意見・情報交換
(1) 8 月の結果
(2) 今後の施策
(3) 来年に向けて
(4) 商品再構成検討会報告
 第 95 回 2016.10.25(水)
1. 第 94 回議事録確認
２．各 WG 報告
３．意見・情報交換
(1) 9 月の結果
(2) 今後の施策
(3)その他
 第 96 回 2016.11.29(火)
１. 第 95 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) 今後の施策
(3)その他
４． その他
・スカパー・ブロードキャスティングのガイドラインについては、スカパー・エンターテイメ
ントに移管されることが確認された。

以上
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