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１． 委員長挨拶
舟田先委員長より「第 39 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

放送代表委員から、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。但し、ガイドラインの改訂案の公募された意見の処理について問い合わせがあったこと
が報告された。

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「39-2① 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 2018 年 2 月～2018 年 4 月における状況説明があった。2 月 23 日開
催 の 「経営者連絡会」ではガイドランの改定案について説明し、２月 26 日より意見募集を開始し、
スカパーJSAT に及び衛星放送協会にも提出された意見は 12 社 37 件であることが報告された。これに
基づいて委員会で議論がなされた(詳細後述)。
(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 39-2②」

[経営者連絡会]
開催日時 2018 年 2 月 23 日（金）開催 10：00～12：15
開催場所 赤坂インターシティコンファレンス
1. 2017 年度第 3 四半期業績概要
2. プラットフォームガイドラインについて
3. 競合動向
4. 新規事業について
5. BS スカパー！レビュー
6. B リーグ・FIGHTING TV サムライ・SORA の状況
7. 放送事業者との連動事例
8. 自主コンテンツラインナップ
9. 2018 シーズン以降のスカパー！サッカー戦略
10.年間純増３サービス計１万件を目指した取組み
11.2017 年度下期主要プラットフォーム編成（予定）
12.スカパー！新基本パック複数台無料キャンペーン
13.スカパー！サッカーセット新規加入無料キャンペーン
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14.RIZIN 年末大会ワンコインキャンペーン
15.プロ野球予約状況
16.スカパー！ハイブリッドの導入
17.プレミアムサービスの拡販
18.マーケティングオートメーションによるダイレクト販路強化
19.光コラボの拡販
20.短期解約状況
21.4K 放送への取り組み
22.新 4K8K 衛星放送への対応
23.プレミアムサービスへの新 2K チューナーの投入
24.加入者起点のマーケティング活動
25.デジタルマーケティングの強化
26.FTTH 販路の強化（4K8K 放送への対応、コラボルートについて）
27.2018 年度主要プラットフォーム編成（予定）
28.OTT/IT リニアの拡充（スカパー！ハイブリットの充実につい 2017 年度第１四半期業績）
[事業者連絡会]
開催日時 2018 年 2 月 26 日（金）開催 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
3．2018 年度マーケティング戦略の活動方針と施策展開案の説明
4．2018 年度プラットフォーム編成計画について
5．情報拡散を高めた番組情報サイトの新規立ち上げについて
6．スカパー！ハイブリットの利用者数、チャンネル数等の状況報告（1 月度実績）
開催日時 2018 年 3 月 30 日（金）開催 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
3．2018 年度上期主要プラン/キャンペーンの継続・延長について
4．スカパー！ハイブリットの状況報告（2 月度実績）
開催日時 2018 年 4 月 27 日（金）開催 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．BS スカパー！レビュー
4．メールマガジン新施策について
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5．加入者向け付加価値サービス提供開始について
6．スカパー！ハイブリットの状況報告（3 月度実績）
[放送事業者の開閉局の動向（2018 年 2 月～18 年 4 月）] 「ガ委 39-2③」
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 19ch
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ：開局 0ch | 閉局 1ch| 事業譲渡 0ch| 社名変更 2ch| 内容等変更 0ch|
チャンネル名称・料金変更 48ch

４． 普及促進委員会の開催状況

資料「ガ委 39-3」に沿って、事務局より報告された。2018 年 2 月から 2018 年 4 月に開催さ
れた、親会 110 回、111 回、112 回の 3 回分について報告があった。2018 年 10 月に向けてセッ
ト・パックについて議論されていると報告がなされた。

５． その他
1. ガイドライン改訂について
ガイドライン改訂案に対して放送事業者から提出された意見を整理し,取りまとめた「プラット
フォームガイドライン改訂に関する問合せ一覧」
「プラットフォームガイドン改訂 ご意見・ご質
問に対する当社の考え方」がスカパーＪＳＡＴ代表委員から提出され、これに沿って説明がなさ
れた。
有識者委員と放送事業者代表委員から、様々な意見が出され議論がなされた。以下のような論点
があった。
a. 改訂案の表題の在り方
b. ガイドラインの内容から移行して定められる運用規則の概要
c. スカパープレミアムサービスにおける番組供給事業者について
d. 経営者連絡会、普及促進委員会等のあり方も含めた改訂案実施後のスカパーJSAT と放送事
業者とのコミュニケーションやの話し合いの進め方について
これらの議論を踏まえて、引き続き改訂案の議論を行っていくことが確認された。

2. 園田委員から離任についての挨拶があった。

以上
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