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第 36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 08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  舟田 正之   立教大学 法学部 名誉教授 

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  石橋 健司   ㈱日活 取締役 執行役員専務 

 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  大江 淳彦   ｽｶﾊﾟｰ JSAT㈱ 執行役員 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 

奥内 哲也   ｽｶﾊﾟｰ JSAT㈱ メディア事業部門ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業本部 

 本部長補佐 兼 放送営業部長 

酒井 陽一   ｽｶﾊﾟｰ 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 35回議事録案、議事要旨案 関連資料 

 

 

36-1  委員会ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄ 

36-2① ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの運用状況について 

36-2② [別紙 1]事業者連絡会開催状況 

36-2③ [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 

 

36-2④ [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 

36-3  「普及促進委員会」開催の状況について 
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１． 委員長選出 

今回より、新しい任期が開始された。舟田先生が有識者委員として参加された。委員会冒頭で有識

者委員の互選により、舟田先生が委員長として選出された。また音先生が、委員長代理として選出

された。 

 

２． 委員、事務局各位の挨拶 

新しい任期開始あたり、委員、事務局各位から挨拶があった。この後、舟田委員長より「第 36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」を開催することが宣言された。ま

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。 

 

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「36-2① 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 5月～2017年 7月における状況説明があった。 

・CS110度 12スロット HD化の実現について、今後の予定など含めて説明があった。 

総務省のスケジュールでは、開始を 2018 年秋から冬を目途に、本年秋に申請を受付、2018

年春に認定を行う予定で、これにより、現在の HD 放送 21ch：SD 放送 33ch⇒最大で HD 放送

44ch：SD放送 8chが可能になることなどが説明された。 

(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 36-2②」 

  [経営者連絡会]  

開催日時 2017年 5月 25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 

・テーマこれまでの事業収支 

・2017年度加入計画 

・Jリーグ放送終了の影響 

・競合動向 

・5項目の検討について 

・商品状況について 

・視聴動向 

・BSスカパー！について 
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・2017年度 上期プラットフォーム編成及びプロモーションプラン 

・スカパー！サービス普及促進費用 

・2017年 11月末提供終了移行専用商品対応について     

・新規加入販路別/経路別比率、WEB、光コラボ販路の拡販 

・プレミアムサービスの拡販、スカパー！オンデマンド、FY16解約 

・ダイレクト施策の拡大と拡充 

・光コラボ販路の拡販 

・４Ｋ８Ｋ対応新型マルチアンテナを活用した４ＫＴＶからの加入拡大 

・スマート TV対応・放送連携 IPサービスの開始 

[事業者連絡会] 

開催日時 2017年 5月 26日（金） 10：00～12：30     

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) 公式サイト刷新の件 

4) お試し体験セット送付物一部変更について 

5) その他 

開催日時 2017年 6月 30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) お試し体験を活用した本登録獲得施策について 

4) サポート＆プレゼント DM 同梱チラシの件 

5) 新 4KSTB（TZ-WR4KP）の製品概要について 

6) 各種連絡事項 

7)その他 

 開催日時 2017年 7月 28日（金）10：00～12：00 

開催場所 スカパー！本社（赤坂） 

1) 所信表明と概況 

2) 加入料 0円キャンペーンの計画変更と料金体系変更について 

3) 各種調査結果のご報告    

4) 事業者の皆さまと作り上げる効果的な番組宣伝告知について 

5) BSスカパー！レビュー(4～6月) 

6) 公式サイトリニューアルおよび 2017年度下期広告メニューのご案内 

7) サポート＆プレゼント施策 定時報告 

8) その他 
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 [放送事業者の開閉局の動向（2017年 5月～17年 7月）] 「ガ委 36-2③」 

ｽｶﾊﾟｰ!：開局 0ch | 閉局 0ch| 事業譲渡 0ch| 社名変更 0ch| 内容等変更 0ch| 

チャンネル名称・料金変更 1ch 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ：開局 0ch | 閉局 0ch| 事業譲渡 1ch| 社名変更 0ch| 内容等変更 0ch| 

チャンネル名称・料金変更 1ch 

 

５． 普及促進委員会の開催状況 

資料「ガ委 36-3」に沿って、事務局より報告された。 

2017年 6月から 7月に開催された、親会 103回、104回、105回の 3回分について報告があ

った。 

放送側からスカパー!が提供しているコンテンツの事後/評価レビューを行ってほしい、経営

者連絡会、事業者連絡会のご説明よりも、もっと詳細な点を普及促進委員会で議論できるように

してほしい等の要望が出ているとの議論があった点が説明された。 

 

６． その他 

ガイドライン委員会の申立案件発生時の事務局の機能の強化について提案があり、了承された。 

また、新しい任期の冒頭であることから改めて、スカパー代表委員から、昨今の加入者の動向 

について、過去の実績と比較しながら厳しい現状について説明された。 

                                      以上 


