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２０２０年６月２９日 

一般社団法人衛星放送協会 ２０１９年度事業報告 
２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日 

１．概要 

（1）  ２０１９年度 有料・多チャンネル放送を取り巻く環境から 

私ども衛星放送協会では、事業計画で示したとおり２０１９年度は、「放送の高度化」を一層力強く推し

進めるべき１年と位置付けて活動を実施致しました。 

まず昨年１１月に、BS放送（右旋）に新規に参入されるチャンネルが認定され、２０２１年末頃の放送 

開始が想定されています。これに向けて昨年中に、参入に伴う帯域再編プランが確定しました。総務

省が主催する「BS 右旋帯域再編検討委員会」で決定した体制のもと、衛星放送協会が主体となり、そ

の第一段階として技術的にどのような方法で進めていくのかの検討を開始致しました。今後は視聴者

保護に主眼を置いた対応などについても具体的検討が行われる予定です。 

一方、２０１８年１２月にスタートした新４Ｋ８Ｋ衛星放送は、２０２０年３月末時点で視聴可能機器出台数

が３００万台を超えました。ケーブルテレビ経由での視聴や衛星直接受信に加え、アダプターを使用し

た光回線を通じた新たな視聴方法、また、総務省による受信環境整備事業の継続施策等もあり、課題

はまだ残されるものの、視聴を取り巻く環境は昨年より前進しました。しかしながら、更なる普及の弾み

として期待されていた東京オリンピック・パラリンピックが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受

け２０２１年７月に延期となったことで、その普及加速への動きは２０２１年７月に向けて到来することが

期待されます。今後も４Ｋ８Ｋの普及に向けては、魅力的なコンテンツの編成と合わせて、「視聴方法

の正しい知識」の継続的な周知広報が重要であり、関係者の皆様と共に全力で推進を図っていきたい

と考えております。 

また、事業計画で大きなテーマの一つとして掲げた「ＮＥＴ社会への対応」につきましては、「NET 委員

会」を中心に、動画配信サービス関連事業者との積極的な情報、意見交換を行うなど、動画配信プラ

ットフォームとの今後の協調、連携を強く意識した研究や取り組みを行いました。このテーマは有料・

多チャンネル放送の市場拡大に繋げるため、今後とも積極的に取り組んで参ります。 

そして、私ども有料・多チャンネル放送事業者が更に成長するために不可欠であるオリジナル番組に

ついて、一層の制作促進、周知広報を目的に「第 9 回衛星放送協会オリジナル番組アワード」を開催

しました。昨年７月に開催した授賞式は大規模会場に変更し、より多くのプレスや関係者にご来場いた

だき、露出の拡大に繋げました。また、大手ケーブルテレビプラットフォームおよび BS スカパーを通じ

て授賞式の模様を無料放送し、受賞作品の再放送を紹介するなど、周知広報を強化しました。 

更には、広告出稿獲得強化への取り組みについては、当協会の附属機関である衛星テレビ広告協議

会（CAB-J）が、ジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視聴者属性が明確なクラス 

メディアとしてのＣＳ/ＢＳペイテレビのアイデンティティを再度明確にしながら、メディア価値の向上を目

指した取り組みを積極的に推進しました。そして、有料・多チャンネル放送の将来像については、もう

一つの附属機関「多チャンネル放送研究所」で新たなメデイア環境をふまえ調査・研究を行いました。 

２月上旬から日本でも感染が拡大し始めた新型コロナウイルスにつきましては、当協会の会員社の多

くが、その放送の継続を求められる衛星基幹放送事業者であることから、従業員の感染防止に最大限

の配慮をしつつ対策を講じました。また、当協会事務局でも業界団体としての機能を維持するべく、 

２月末にいち早くテレワーク体制を構築致しました。業界全体ではスポーツや音楽をはじめとするイベ

ントの多くが中止となるなど、番組制作・収録等に影響が出始めている環境下、各社にて対応を行い

ましたが、長期化した場合に備え、４月以降の２０２０年度では更なる対策が求められます。 

（２）有料・多チャンネル放送契約数の現状 
      ２０２０年３月末時点の契約数合計は１、３５１万件となりました（当協会推計値）。 

２．衛星放送協会の事業報告 

（1）重点目標への取り組みについて 
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①有料・多チャンネル放送市場拡大への取り組み 

イ．新４K8K衛星放送普及に向けた取り組み 

２０１８年１２月に新４K８K 衛星放送が開始され、当協会の会員社でも１３チャンネルが放送を行って

いる。依然として受信環境の整備は未だ課題が少なくないが、一方で、ケーブルテレビや、アダプタ

ーを用いた光回線での視聴など、アンテナや屋内工事が必要のない視聴方法が徐々に拡充して

いる。また、２０２０年３月末時点の集計では視聴可能機器出荷台数はすでに３００万台を超え、視

聴を取り巻く環境は昨年より前進している。引き続き、「4K・8K 委員会」では、情報共有を図り早期

普及に繋がるよう関係各団体と連携して取り組む。 

ロ．ＢＳ右旋/左旋およびＣＳ１１０度左旋放送拡充に向けた取り組み 

昨年１１月に新規に参入される３チャンネルが認定され、２０２１年末頃ＢＳ右旋での放送開始が想定

されている。これに向けて参入に伴うＢＳ右旋帯域の再編図について、昨年１０月に帯域再編プラン

が確定した。総務省より定められる体制のもと、衛星放送協会が主体となって技術的にどのような方

法で進めていくのかの検討を開始した。また、将来的には、視聴者保護に主眼を置いた対応などに

ついて実現に必要な取り組みを進めていく。 

ハ．１２４/１２８度放送普及促進のマーケット環境に則した取り組み 

今期新たに「スカパー！プレミアムサービス連絡協議会」を立ち上げ、外部団体である成人番組倫

理委員会の参加協力も得て、124/128 度放送の現状認識から将来への想定、またマーケット環境

に則した普及促進策の立案と実施を行った。 

ニ．ＣＳ１１０度右旋放送加入拡大に向けた取り組み 

普及促進施策検討WG、BS スカパー検討WG を着実に実行することで施策と結果の可視化を可能

とし、NET系放送サービスとの共存時代の事業性を追求した。 

ホ．ＯＴＴの進展に対する対応の検討 

有料・多チャンネル放送を取り巻く環境は、めまぐるしく変化し続けている。「ＮＥＴ委員会」では、まず

OTT 事業各社の現状把握と配信の権利処理のための勉強会・セミナーの開催を行い、変化する業

界内外の動向を共有した。また、団体交渉すべき権利処理の検証を行うべく、著作権処理など正会

員社が抱える諸課題の現状を把握し明確化することにより、今後の NET配信促進の取り組みに活用

及び著作権委員会と連携していくため、実態調査アンケートを行った。 

へ．オリジナル番組の制作促進と、更なる認知度拡大 

第９回オリジナル番組アワードは従来からの部門に加え番宣部門、CAB-J 賞、衛星放送協会特別賞

を新設して、授賞式を７月１７日に開催した。会場を大規模なよみうり大手町ホールに変更したほか、

授賞式番組を制作して無料放送にも初めて取り組んだ。 

ト．配信コストの低減 

固定コストの適正化等の研究を推し進め、厳しい事業環境が続く会員社の事業展開において大きな

要素のひとつである配信コスト低減の可能性について追求した。 

チ．協会活動の周知広報 

協会の YouTubeサイトのを新設した他、ホームページと携帯サイトのリニューアルを実施した。 

② 新たな時代に向けた協会の在り方の再検討と、関連団体との協力関係の強化 

新４Ｋ８Ｋ衛星放送をはじめとする放送サービスの高度化や、ネットとの連携が本格化する環境下、

中・長期的視点から当協会の在り方の再検等を行うため、「将来像WG」を組成すると共に、関連 

各団体との意見交換を通じて協力関係を更に深めた。 

③ 会員社社員の人材育成と、魅力ある衛星放送業界醸成への取り組み 

人材育成セミナーは「子育てと仕事」をテーマに実施。若手交流会は参加者に企画、運営を依頼して、

会員社間の交流に繋がるよう計画した。 
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④ 多チャンネル放送研究所の今後の活動の検討 

多チャンネル放送について、普及や認知度などの現状把握、放送視聴者のプロフィール分析、将来予

測や、普及促進を阻害している要因などの調査、分析を行い報告書/発表会などで報告。５G サービス

の開始等含めたメデイア環境の変化をふまえ、今後の１０年を見据えた調査・研究活動を行った。 

（２） 定例会議  

 ①第８回定時社員総会（２０１９年６月１０日） 

 ●決議事項 

第１号議案 平成３０年度事業報告（報告事項）並びに平成３０年度決算（案）承認の件 

上記決算（案）承認。 

●報告事項 

  「電波の日 総務大臣表彰」 

  「第９回衛星放送協会オリジナル番組アワード」  

  総務省からの周知要請事項 - 消費税関係  

                     - テレワーク・デイズ 2019  

■特別講演 

テーマ 「次世代通信５Ｇの現状と展望」 

日時 ２０１９年６月１０日（月） １６：３０～１７：３０  

場所 経団連会館 国際会議場 

講師 

株式会社ＮＴＴドコモ 

５Ｇイノベーション室 ５Ｇ無線技術研究グループ 

担当部長 工学博士 岩村 幹生 様 

参加人数 約８０名 

②理事会 

第４０回理事会（２０１９年５月２１日） 

◎決議事項 

第１号議案 平成３０年度事業報告（案）および決算（案）承認の件 

第２号議案 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」 

改訂版（案）についての意見募集に対する意見書（案） 

第３号議案 第８回定時社員総会議事の件 

上記いずれも承認。                 

◎報告事項 

１． 国民投票運動 CM などの取り扱いに関する考え方 

２． 第９回衛星放送協会オリジナル番組アワードについて 

３． その他 

第４１回理事会（２０１９年７月２３日） 

◎決議事項 

 なし 

◎報告事項 

  １． ＢＳ右旋帯域再々編について 

２． ケーブルコンベンション２０１９セミナー実施報告（６月２０日） 

３．第９回衛星放送協会オリジナル番組アワード授賞式実施報告 （７月１７日） 

４．「新たな CAS機能に関する検討分科会」「一次とりまとめ（案）」 

    についての意見募集（提出期限８月１日） 

５．新 4Ｋチャンネルの 2018・2019年度音楽著作権料及びレコード使用料について 

６．その他 

   （１）スポＧＯＭＩ大会（１０月２６日） 

   （２）放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン 

   （３）テレワーク・デイズ２０１９ 
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   （４）その他 

第４２回理事会（２０１９年１０月２９日） 

◎決議事項 

  第１号議案  ｢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｣有識者委員選任の件 

上記は承認。 

◎報告事項 

１．２０１９年度上期予算執行状況と年度見込について 

２．職務執行状況報告（２０１９年４月１日～９月３０日分） 

３．第９回オリジナル番組アワード授賞式実施報告（７月１７日） 

４．ＢＳ右旋帯域再々編について 

５．放送ｺﾝﾃﾝﾂ配信連絡協議会第６回ｻｰﾋﾞｽWG/技術WG合同（９月１８日） 

６．２団体事務局連絡会（第１回：８月１日、第２回：９月１７日、第３回：１０月１５日） 

７．ACAS普及・CATVへの伝送の将来像に関する勉強会 

     （第１回：９月３０日、第２回：１０月１１日） 

８．萩ケーブルネットワーク案件状況 

９．ケーブル局の加入世帯報告について 

１０．第６回スポ GOMI大会実施報告（１０月２６日） 

１１．不法視聴対策現状報告 

１２．働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための 

      取組み強化について 

１３．その他 

（１）業界活性化の新たな取り組み いい番組みよう！キャンペーン 

（２）テレワーク・デイズ２０１９実施報告（７月２９日～８月２日） 

第４３回理事会（２０２０年１月２１日） 

◎決議事項 

   第１号議案  ２０２０年度事業計画重点項目および予算策定基本方針承認 

第２号議案  会長推薦委員会設置の件 

第３号議案  運営会議規程承認の件 

上記いずれも承認。 

◎報告事項 

１．２０２０年度事業計画および予算策定スケジュールについて 

２．協会の財務状況について 

（１）２０２０年度予算策定に向けた収支見直し 

（２）事務所賃貸について 

３．会員の異動（退会）について 

４．総務省「改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備（衛星基幹放送関係） 

に関する意見募集」意見書提出 

５．ＢＳ右旋帯域再々編について 

６．マイナンバーカードに関する総務省からの要請 

７．総務省放送技術課からの新４Ｋ８Ｋ衛星放送受信環境整備事業に 

関する協力要請 

８．不正視聴対策について 

９．２団体事務局連絡会（第４回：１１月１９日、第５回：１２月１７日） 

１０．ACAS普及・CATVへの伝送の将来像に関する勉強会 

１１．ケーブル局世帯数報告に関する総務省宛て要請状提出 

１２．その他 

第４４回理事会（提案事項発信日：２０２０年３月１９日） 

          （決議があったものとみなされた日：２０２０年３月２５日） 

  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面/電磁的記録による決議を実施。 

◎決議事項 

提案事項１  ２０２０年度事業計画および予算承認の件 

提案事項２  次期会長候補承認の件   
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提案事項３  会費改定（案）承認の件    

提案事項４  新規入会（賛助会員）の件  

提案事項５  権利団体との契約締結の件 

上記いずれも承認 

◎報告事項 

  １．職務執行状況報告          

２．理事選挙スケジュールについて  

３．ＢＳ右旋帯域再々編について    

４．第１０回オリジナル番組アワードスケジュールについて  

５．不正視聴機器対策に関する連絡会設置について  

６．会員の異動（退会）について  

７．加盟団体退会について     

８．事務所賃貸契約について    

③一水会（総務省 衛星・地域放送課と協会による原則偶数月開催の定例会議 

：協会側の説明は、理事会で報告されているので省略し、行政よりの説明事項のみ記載） 

４月度一水会（２０１９年４月３日） 

・放送を巡る諸課題に関する検討会（第２２回：３月１１日） 

・ＢＳ放送等に係る衛星基幹放送の業務の認定について 

６月度一水会（２０１９年６月５日） 

・ＢＳ放送等に係る衛星基幹放送の業務の認定について 

・ＢＳ右旋再々編について 

８月度一水会（２０１９年８月７日） 

・ＢＳ右旋帯域再々編について 

・第７回４Ｋ・８Ｋ放送推進連絡協議会（６月１８日） 

・放送を巡る諸課題に関する検討会（第２３回：６月２５日） 

・衛星放送帯域有効利用の検証の基準について 

１０月度一水会（２０１９年１０月２日） 

・BS放送に係る衛星基幹放送の業務の認定について 

・ＢＳ右旋帯域再々編について 

・放送を巡る諸課題に関する検討会（第２４回：９月１１日） 

・第８回４Ｋ・８Ｋ放送推進連絡協議会（９月２６日） 

・衛星放送帯域有効利用の検証の基準について 

１２月度一水会（２０１９年１２月４日） 

・ＢＳ右旋帯域再々編について 

・衛星放送帯域有効利用の検証の基準について 

２月度一水会（２０２０年２月５日） 

・ＢＳ右旋帯域再々編について 

・衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準について 

・放送を巡る諸課題に関する検討会（第２５回：１２月１３日、第２６回：１２月２６日）・ 

④２団体事務局連絡会（（一社）日本ケーブルテレビ連盟と協会との定例会議） 
  ２０１８年１０月まで実施していた「２者懇談会」の形態を変更し、２団体の専務理事 

  および事務局長を基本とする会議として月例化。 

  （開催日） 

２０１９年：８月 １日、９月１７日、１０月１５日、１１月１９日、１２月１７日 

２０２０年：１月２１日、２月２５日、３月１９日 

（３） 委員会活動  
委員会活動の概要と、委員会の議事項目、活動項目とセミナー/説明会を記載する。 
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＜総務グループ＞ 

① 総務委員会 
協会運営の全般を補佐。２つのワーキンググループ「人材育成ＷＧ」、「事務局ＷＧ」で各課題の研究・ 

検討とセミナーを実施。２０１９年６月に懇親会、２０２０年１月賀詞交歓会の運営を補佐。 

４月度（２０１９年４月１０日） 

１．人材育成WGの活動報告（１）人材育成セミナーについて （２）若手交流会について 

  （３）社会貢献活動（スポ GOMI）について 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）働き方改革の対策について 

３．その他（１）協会事務局からの連絡（２）予算について 

５月度（２０１９年５月１５日） 

１．人材育成WGの活動報告（１）人材育成セミナーについて 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）行事スケジュールについて 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

６月度（２０１９年６月１２日） 

１．人材育成WGの活動報告（１）人材育成セミナーについて （２）社会貢献活動（スポ GOMI）について 

２．事務局ＷＧの活動報告 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

７月度（２０１９年７月１０日） 

１．人材育成WGの活動報告（１）人材育成セミナーについて（２）社会貢献活動（スポ GOMI）について 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）慶弔内規について 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

８月度（開催なし） 

９月度（２０１９年９月１１日） 

１．人材育成WGの活動報告 （１）人材育成セミナーについて（２）社会貢献活動（スポ GOMI）について 

２．事務局ＷＧの活動報告 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

１０月度（２０１９年１０月９日） 

１．人材育成WGの活動報告 （１）人材育成セミナーについて（２）社会貢献活動（スポ GOMI）について 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）上期予算執行状況について 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

１１月度（２０１９年１１月１３日） 

１．人材育成WGの活動報告 （１）人材育成セミナー（２）社会貢献活動（スポ GOMI） 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）第２０回懇親ゴルフ会について 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

１２月度（２０１９年１２月１１日） 

１．人材育成WGの活動報告 （１）人材育成セミナーについて （２）若手交流会について 

２．事務局ＷＧの活動報告（１）運営会議規程について 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

１月度（２０２０年１月８日） 

１．人材育成WGの活動報告（１）若手交流会について 

２．事務局ＷＧの活動報告 

３．その他（１）協会事務局からの連絡 

・将来像ＷＧ関連・理事選関連・低炭素社会実行計画フォローアップ調査 

２月度（２０２０年２月１２日） 

１． 人材育成WGの活動報告若手交流会について 

２． 事務局ＷＧの活動報告  

３． その他（１） 協会事務局からの連絡  ・将来像ＷＧ関連  ・監事について 

３月度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会。メールにて情報共有実施。 
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② 広報委員会 

協会活動の認知向上と、有料・多チャンネル放送のイメージアップに繋がる情報発信 

４月度（２０１９年４月１７日） 

B-maga掲載内容について 

ホームページ改修について 

電波タイムズ 出稿タイミングの承認 

6月記者会見 担当割振り 

５月度（２０１９年５月２４日） 

6月記者会見について 

B-maga年間計画について 

ホームページリニューアルについて 

YOUTUBEの情報発信について 

６月度（２０１９年６月１３日） 

6月記者会見について 

B-magaについて 

会員向け「初心者必須マニュアル」について 

YouTube等を活用した動画発信について 

ホームページの活用について 

７月度（２０１９年７月２２日） 

広報委員会体制について 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

YouTubeでの情報発信について 

８月度（２０１９年８月１９日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

YouTubeでの情報発信について 

９月度（２０１９年９月２５日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

YouTubeでの情報発信について 

１０月度（２０１９年１０月２４日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

１１月度（２０１９年１１月２０日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

年頭記者会見について 

１２月度（２０１９年１２月１６日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

年頭記者会見について 

学生による映像制作について 

１月度（２０２０年１月１５日） 

B-magaについて 

ホームページリニューアルについて 

年頭記者会見について 

２月度（２０２０年２月１７日） 
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B-magaについて 

2019年度予算実績見通しについて 

2020年度予算について 

ホームページリニューアルについて 

３月度（開催なし） 

③技術委員会 

会員社に共通する放送技術課題等について調査研究を行った 

４月度（２０１９年４月１６日） 

「BS放送等に係る衛星基幹放送の業務の認定」についての情報共有 

５月度（２０１９年５月２８日） 

BS新規参入申請結果共有。BS再々編の検討体制についての共有 

６月度（２０１９年６月１８日） 

スカパーSAT設備見学会 

７月度（２０１９年７月１６日） 

左遷を含めた 4K/8Kの FTTHによる再送信についての説明会 

９月度（２０１９年９月１７日） 

BS右旋帯域再々編についての共有 

１０月度（２０１９年１０月１５日） 

IBC2019視察概況の情報共有。技術委員会主催セミナー企画についての共有 

１１月度（２０１９年１１月１９日） 

セミナー企画選定。NTT R＆Dフォーラム 2019関連報告 

１２月度（２０１９年１２月１７日） 

ＢＳ右旋新たな帯域再編プランについて共有。違法チューナの状況把握と今後対応についての共有 

１月度（２０２０年１月１４日） 

今後取り組んでほしいことの洗い出し。セミナー開催についての詳細確認 

２月度（２０２０年２月１８日） 

「インターネットの誹謗中傷対策」をテーマとしたセミナーの開催 

３月度 

  休会 

④アワード委員会 
第９回衛星協会オリジナル番組アワードの各部門の審査を 4 月から 5 月に実施し、受賞作品を６月の定

例記者会見で発表した。授賞式は従来より客席数の多いよみうり大手町ホールに変更して 7 月 17 日に

開催した。次年度に開催する第１０回の準備は９月から開始し 12 月に応募要領を公表。1 月から作品募

集を開始して例年より 1か月前倒した。また、締め切りは新型コロナの影響で約 1か月遅らせ４月 10日ま

で受け付け十分な期間を設けた。 

４月度（２０１９年４月３日） 

各部門の一次審査会の実施状況報告／ノミネート作品の選定と最終審査への申し送り確認／６月記者

会見での受賞作発表の確認 

５月度（２０１９年５月９日） 

最終審査会の調整、受賞作品決定から授賞式WG とパブWGの役割確認。６月１５日記者会見の最終

確認。7月授賞式の登壇ゲスト、構成の検討 

６月度（２０１９年６月２４日） 

７月授賞式の構成、全体進行の確認 

7月度（２０１９年 7月１１日） 

７月 1７日授賞式の最終調整 
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第 9回受賞作品 

グランプリ ボルトとダシャ マンホールチルドレン 20 年の軌跡 NHK BS1 

最優秀 ドラマ 連続ドラマ W パンドラⅣAI 戦争 WOWOWプライム 

最優秀 ドキュメンタリー ボルトとダシャ マンホールチルドレン 20 年の軌跡 NHK BS1 

最優秀 中継 エビバデ！ダンススタジアム～日本高校ダンス部選

手権 冬のバトルトーナメント～ 

スカイ A 

最優秀 教養 ドキュメンタリー～The REAL～ブレイクダンス ユース

オリンピック新競技誕生の瞬間 

J SPORTS 3 

最優秀 バラエティ Why?強くなった？卓球ニッポン NHK BS1 

最優秀 アニメ ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 BS スカパー！/アニマックス 

最優秀 ミニ番組 おっぱいチェック体操 チャンネル銀河/女性チャンネル♪

LaLa TV/ムービープラス 

最優秀賞 編成企画部門 家族になろうよ 犬と猫と私たちの未来 関連編成 NHK BS プレミアム 

審査員特別賞 ドラマより 小河ドラマ 龍馬がくる 時代劇専門チャンネル 

最優秀 番宣部門 特集：ランボー吹替 全 5 種 ムービープラス 

CAB-J賞 東北 6 県へのインバウンド施策 ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エ

ンタメ/東日本旅客鉄道株式会社 

衛星放送協会特別賞 杉田成道様 日本映画放送株式会社 

代表取締役社長 

８月度 休会 

９月度（２０１９年９月４日） 

7月 17日に開催した第 9回の露出報告、審査、授賞式の反省点洗い出し。次回第 10回の強化ポイント 

の検討。次回授賞式日程は東京五輪との重複を避け 2020年 9月 1日で検討。 

１０月度（２０１９年１０月１７日） 

次回の応募要領、審査、強化ポイントの論点整理。 

１１月度（２０１９年１１月６日） 

募集部門、応募要領の検討。応募要領の公表を従来の 1 月ではなく 12 月に前倒しを決定。また募集

開始もこれまでの 2月から 1月開始を決定し会員社が応募対策検討しやすい環境を整える。 

１２月度（２０１９年１２月４日） 

最終審査員の追加と候補者の検討。応募要領の最終確認。年頭会見と今後のスケジュールを確認。 

１月度（２０２０年１月９日） 

 最終審査員の候補者を検討。一次審査方法と募集日程の検討。記者会見の発表内容の確認 

２月度（２０２０年２月 5日） 

 2020年度アワード委員会予算の最終調整。一次審査の実施内容と日程の確認。 

３月度（２０２０年３月） 

休会 

 
⑤著作権委員会 
音楽著作権に関わる４団体との交渉、違法アップロード対策の啓発、違法チューナー販売サイトの削除、

ほか情報交換等を実施した 

４月度（２０１９年４月１２日） 

著作権法改正内容の共有。 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 
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６月度（２０１９年６月１４日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

民放連「放送作品の違法配信撲滅キャンペーン」のバナー変更について 

セミナー開催概要の共有 

７月度（２０１９年７月１２日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

８月度（２０１９年８月９日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

９月度（２０１９年９月１３日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO 等）の EC サイトでの販売の削除要請件数等についての共有と新機種への対応方針「放

送コンテンツの二次利用における課題整理と展望」と題し前田哲男弁護士を講師に招きセミナーを実施 

１０月度（２０１９年１０月１１日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

9月開催のセミナー要旨報告 

１１月度（２０１９年１１月８日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

9月開催のセミナー最終報告 

１２月度（２０１９年１２月１３日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

NHKエンタープライズ社制作の VTR上映。今後の業界の取り組みに（方向性）ついての共有 

１月度（２０２０年１月１０日） 

音楽著作権団体との交渉報告（レコード協会、CPRAからの提案に対する意見交換） 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

２月度（２０２０年２月１４日） 

音楽著作権団体との交渉報告 

違法 STB（UPRO等）の ECサイトでの販売の削除要請件数等についての共有 

違法 STBの新機種に対する追加調査実施の決定 

３月度 

  休会 

 

⑥倫理委員会 
４つのワーキンググループ（青少年健全育成活動、広告放送のガイドライン・テレビショッピン、成人番組

倫理委員会、倫理委員会・ＣＡＢ-Ｊ共催セミナー）の活動をした。 

４月度(２０１９年４月１６日) 

「憲法改正の国民投票に関するテレビ CM」について昨年 12 月に民放連が発表した「国民投票

運動 CMなどの取扱いに関する考え方（案）」を基に検討。／.放送コンテンツ適正製作取引推

進協議会が 4月 10日（水）に参加。／3月 20日に放送コンテンツの適正な製作取引の推進に

関する検証・検討会議（第 6回）、放送コンテンツ適正製作取引推進ワーキンググループ（第 3

回）合同会合に参加 

５月度（２０１９年５月２８日） 

「憲法改正の国民投票に関するテレビ CM」についての検討／「放送コンテンツの製作取引適正 

化に関するガイドライン」意見書について 5 月 21 日（火）の第 40 回理事会にて『「放送コン

テンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(改訂版)（案）及び同概要版（案）について

の意見書』を承認／4月 25日（木）に放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・

検討会議（第 7 回）、放送コンテンツ適正製作取引推進ワーキンググループ（第 4 回）合同会
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合に参加 

６月度（休会） 

７月度（２０１９年７月９日） 

倫理委員会・CAB-J 共催セミナー次回候補として、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイ

ドライン改訂版」を検討。／成人番組倫理委員会ＷＧは 8/2 に成人番組倫理委員会勉強会が「インタ

ーネット等著作権侵害に対する対応をどうするか」の参加を確認。／広告放送のガイドライン・テレビシ

ョッピングWGはCAB-J CM考査担当者連絡会議に出席し情報を共有した。広告放送のガイドライン

の改訂もしくは補正について今後 WG で検討する。／「憲法改正の国民投票に関するテレビ CM」に

ついて、今後は CAB-j と倫理委員会合同で作業をする「広告放送のガイドライン」改訂版作成チーム

で検討することを確認。 

８月度（休会） 

９月度（２０１９年９月１０日） 

倫理委員会・CAB-J 共催セミナーＷＧ「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン改訂版

をテーマとするセミナーは確定として、時期や内容を検討。／青少年健全育成ＷＧ協力会社と内容につ

いて年内実施で検討。／広告放送のガイドライン・テレビショッピング WG は CAB-J CM 考査担当者連

絡会議に出席し情報を共有した。／予算の上期実績見込みと下期計画」について下期を含めた今後の

見込みを検討。 

１０月度（２０１９年１０月８日） 

第 25回倫理委員会・CAB-J共催セミナー（10/31） 最終確認。テーマ： 放送コンテンツの製作取引適

正化に関するガイドライン（第 6 版）の改定ポイント 講師 ： 小林直弥弁護士 総務省 情報流通行政

局 情報通信作品振興課坂本係長／「放送コンテンツ適正取引推進協議会」（10/8開催）の参加。 

１１月度（２０１９年１１月１２日） 

青少年健全育成ＷＧは次回の活動を「テレビ番組のイベント現場を親子で体験しよう！ B リーグ 川

崎ブレイブサンダース 対 琉球ゴールデンキングス」に決定。／成人番組倫理委員会ＷＧは 12月 11

日（水）に成人番組倫理委員会の会合に出席し、次回懇談会の打ち合わせを行う予定。成人番組倫

理委員会より要請があった「ワーニングテロップ改定のご通知」が事務局から会員社宛に発信。 

１２月度（２０１９年１２月１０日） 

 次回、倫理委員会・CAB-J 共催セミナーは、2020 年 3 月 3 日（火）に開催予定。講師は JARO 様より

講師をお迎えして実施する。／12/8 に実施した青少年健全育成 B リーグ 川崎ブレイブサンダース 

対 琉球ゴールデンキングス 生中継の施設見学とファンサービスのお仕事体験」の実施報告。／成

人番組倫理委員会は 12月 11日（水）に成人番組倫理委員会の会合に出席。 

   １月度（２０２０年１月１４日） 

      倫理委員会・CAB-J 共催セミナーは３月３日 (火) の実施決定。 テーマ 「広告・表示のフェアプレイ 

－適正な広告・表示を実現するために－」講師は山本専務理事。／成人番組倫理委員会と 1月 29日

（水）に情報交換会を実施する予定。テーマは、成人番組倫理委員会のガイドラインの改訂を予定。

／「広告放送のガイドライン」の改訂作業は 1月より開始。 

２月度（２０２０年２月１０日） 

 成人番組倫理委員会と 1 月 29 日（水）に情報交換会を実施した。成人番組倫理委員会からは、「ワー

ニングテロップの改定」「東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての取組み」「番組審査に関する

ガイドライン改正」について説明があった。／「広告放送のガイドライン」の改訂作業は、まずたたき台

を作成して年度内には完了する予定。 

３月度 

  休会 

 

＜営業グループ＞ 
⑦営業委員会 

スカパープラットフォームサービス普及に向けた諸活動を主眼に活動した 

４月度（２０１９年４月２４日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

『①スカパー！プレミアムサービス連絡協議会』『②BS スカパー！チャンネル横断企画募集 WG』の組

成経緯と目指す成果等の説明 
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業務系委員会等の報告と情報共有 

５月度（２０１９年５月３１日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

WGの募集に関する説明 

業務系委員会等の報告と情報共有 

６月度（２０１９年６月２６日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

WGのメンバー紹介と今後の進め方、スケジュール等の説明 

業務系委員会等の報告と情報共有 

７月度（２０１９年７月２４日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

８月度（２０１９年８月２８日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

９月度（２０１９年９月１８日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議（プレミアムサービスPF設備更新に伴う一部視聴不可発生につい

て、およびWOWOW販売開始に関する説明含む） 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１０月度（２０１９年１０月２３日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議（プレミアムサービス PF設備更新に伴う一部視聴不可発生につい

ての続報含む） 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１１月度（２０１９年１１月２７日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１２月度（２０１９年１２月２５日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議（BS スカパーの方針等に関する説明含む） 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１月度（２０２０年１月２２日） 

スカパーＪＳＡＴ社からの報告と協議（総合スポーツチャンネル開局の説明含む）） 

WGの活動に関する報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

２月度 

  休会 

３月度 

  休会 

 

⑧１１０度委員会 

スカパーＪＳＡＴ社の 110度放送の契約に関する課題解決のための活動を行った 

４月度（２０１９年４月２２日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

衛星料金検討WGの報告 

５月度（２０１９年５月１３日、２７日） 

FY１９ 普及促進費用計画に関する意見交換 
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普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

衛星料金検討WGの報告 

６月度（２０１９年６月２８日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

衛星料金検討WGの報告 

７月度（２０１９年７月２２日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

衛星料金検討WGの報告 

８月度（２０１９年８月２６日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

BS右旋再編およびBS/CS帯域有効利用に関する共有 

９月度（２０１９年９月３０日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

１０月度（２０１９年１０月２８日） 

スカパーＪＳＡＴによる来期展望、普及促進施策、BSスカパーに関する説明および討議 

１１月度（２０１９年１１月２５日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

スカパーＪＳＡＴによるBSスカパーの今後の方針に関する説明および討議 

１２月度（２０１９年１２月２３日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

１月度（２０２０年１月２７日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

２月度（２０２０年２月１７日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

３月度（２０２０年３月２６日） 

普及促進施策検討WGの報告 

BSスカパー検討WGの報告 

スカパーＪＳＡＴによる2019年度の検証と2020年度施策の考え方の説明および討議 

 ⑨ＢＳ委員会 
BS チャンネル全体の放送拡充・普及促進を目指し活動した 

４月度（２０１９年４月２３日） 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

５月度（２０１９年５月２８日） 

「BS放送等に係る衛星基幹放送の業務の認定申請受付結果」の共有 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

６月度（２０１９年６月２５日） 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

７月度（２０１９年７月３１日） 
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BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告（協会 HPの BS関連ページ改修に着手） 

業務系委員会等の報告と情報共有 

９月度（２０１９年９月２４日） 

「BS放送に係る衛星基幹放送の業務の認定の電波監理審議会への諮問及び答申」の共有 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

BS 有料放送事業者社長会の下部組織で行っていた「リモコンの仕様等についてのメーカへのヒアリン

グ」業務を移管することに関する説明と決定 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１０月度（２０１９年１０月２８日） 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

BS右旋帯域再編に関する進捗の共有 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１１月度（２０１９年１１月２５日） 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

BSチャンネル閉局の共有 

１２月度（２０１９年１２月２４日） 

「ＢＳ放送に係る衛星基幹放送の業務の認定証の交付」の共有 

「改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備（衛星基幹放送関係）に関する意見募集」の担当委員

会として取り組み体制と方針等の確認 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

１月度（２０２０年１月２８日） 

「改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備（衛星基幹放送関係）に関する意見募集」の対応結果の共有 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

２月度（２０２０年２月２５日） 

「ＢＳ右旋帯域再編推進連絡会（第 1回）」についての共有 

BS送信業務関係WGの報告。BS普及促進WGの報告 

業務系委員会等の報告と情報共有 

新型コロナウイルス感染時の対策（ＢＣＰ）についての議論 

３月度 

  休会 

⑩ケーブル委員会 
CATV 及びプラットフォーム各社との取引等で起こる共通した諸問題の情報共有と課題解決活動を通じ

有料・多チャンネル放送契約数の拡大を目指す活動を実施。 

４月度（２０１９年４月１日） 

１．各種会議報告と予定 

２．萩ケーブル 進捗報告 

３．ケーブルコンベンション 進捗報告 

４．各WG 討議・報告 

５月度（２０１９年５月１３日） 

１．各種会議報告と予定 

２．萩ケーブル 進捗報告 

３．ケーブルコンベンション 進捗報告 

４．番供等部会報告 

５．その他連絡事項 

６．各WG 討議・報告 

７．NHK放送文化研究所 村上氏を交えてのディスカッション 

６月度（２０１９年６月３日） 
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１．各種会議報告と予定 

２．萩ケーブル 進捗報告 

３．ケーブルコンベンション 進捗報告 

４．番供等部会報告 

５．その他連絡事項 

６．各WG 討議・報告 

７月度（２０１９年７月１日） 

１．各種会議報告と予定 

２．萩ケーブル 進捗報告 

３．ケーブルコンベンション 進捗報告 

４．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

５．各プラットフォーム対応について 

６．その他連絡事項 

７．各WG 討議・進捗報告 

８月度（２０１９年８月５日） 

１．各種会議報告と予定 

２．萩ケーブル 進捗報告 

３．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

４．各プラットフォーム対応について 

５．各WG 討議・進捗報告 

６．その他連絡事項 

９月度（２０１９年９月２日） 

１．委員交代について 

２．各種会議報告と予定 

３．萩ケーブル 進捗報告 

４．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

５．各プラットフォーム対応について 

６．その他連絡事項 

７．各WG 討議・進捗報告 

１０月度（２０１９年１０月７日） 

１．各種会議報告と予定 

２．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

３．その他連絡事項 

４．各WG 討議 

５．各プラットフォーム対応について 

６．各WG 進捗報告 

１１月度（２０１９年１１月１１日） 

１．各種会議報告と予定 

２．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

３．その他連絡事項 

４．各WG 討議 

５．各プラットフォーム対応について 

６．各WG 進捗報告 

１２月度（２０１９年１２月２日） 

１．委員交代について 

２．各種会議報告と予定 

３．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

４．その他連絡事項 

５．各WG 討議 

６．各WG 進捗報告 

     １月度（２０１９年１月１５日） 

１．各種会議報告と予定 
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２．いい番組みようキャンペーン 進捗報告 

３．J:COM LINK説明会について 

４．各WG 討議 

５．各WG 進捗報告 

     ２月度（２０１９年２月３日） 

１．各種会議報告と予定 

２．いい番組みようキャンペーン進捗報告 

３．J:COM LINK説明会について 

４．AJC-CMSサプライヤー向け説明会について 

５．各WG 討議 

６．各WG 進捗報告 

３月度 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会。 

 

■ケーブル委員会/日本ケーブルテレビ連盟番供等事業者部会 共催セミナー 

テーマ 『J:COM TV の新 STB 「J:COM LINK」について』 

日時 ２０２０年２月１２日（水）１５：００～１７：００ 

場所 株式会社ジュピターテレコム 会議室 

参加者 衛星放送協会正会員３８社約７５名 

  
 ■ケーブルコンベンション２０１９（７月１０、１１日） 
   - ケーブル委員会委員により、当日の会場誘導などの対応を実施 

    - 衛星放送協会としてセミナー２枠を担当、実施： 

（１）６月２０日１２：００～１３：３０（多チャンネル放送研究所担当） 

「このままテレビは見られなくなるのか 

～今どきのテレビ視聴の実態と今後の行方～」 

【パネリスト】 

      ・㈱電通 電通メデイアイノベーションラボ 統括責任者    奥 律哉 様  

・㈱ジュピターテレコム ケーブルＴＶ事業企画部長       須藤 修司  様 

・多チャンネル放送研究所 視聴者研究グループ副主査   清正 徹 

【モデレーター】                

 ・（一社）衛星放送協会理事 多チャンネル放送研究所所長  音 好宏 

 

（２）６月２０日１４：００～１５：３０（ケーブル委員会/４K・８K委員会共同開催） 

      「４Ｋ時代を迎え、コンテンツ未来戦略」 

       【パネリスト】 

・総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課長       井幡晃三 様 

・㈱ハートネットワーク 代表取締役専務           伊藤直人 様 

・㈱ジュピターテレコム 執行役員ケーブル TV事業部門副部門長  高橋邦昌 様 

・㈱ジェイ・スポーツ 企画制作部 プロデューサー     田島洋一 様 

・日本映画放送㈱ 執行役員 編成制作局 局長      宮川朋之 様 

【モデレーター】 

（一社）衛星放送協会 理事 ４Ｋ・８Ｋ委員長         三上義之 

 

⑪ ４Ｋ・８Ｋ委員会 

新 4K8K衛星放送の普及に向けた諸課題に対する取り組みを実施した。 

４月度（２０１９年４月４日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

ケーブルについて情報共有 

音楽著作権について情報共有 

アルダージについて情報共有 
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ケーブルコンベンション 2019について情報共有 

５月度（２０１９年５月１６日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

ケーブルコンベンションについて内容検討 

衛放協 新 4K8KHP更新について内容検討 

アルダージ情報共有 

InterBeeについて情報共有 

６月度（２０１９年６月６日） 

ケーブルコンベンションについて情報共有 

A-PABについて連携の内容検討 

７月度２０１９元年７月４日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

新 4K8K放送推進連絡協議会報告 

ケーブルコンベンションについて情報共有 

衛放協 HP4Kページ改修について内容検討 

著作権委員会について情報共有 

アルダージについて情報共有 

８月度（２０１９年８月１日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

衛放協 新 4K8KHP更新について内容検討 

９月度（令和元年９月５日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

スカパー古屋様を招き、スカパーFTTHの概要説明 

１０月度（２０１９年１０月３日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

一水会情報共有 

第 8回 4K・8K放送推進連絡協議会 

１１月度（２０１９年１１月７日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

今後の 4K8K委員会活動について意見交換 

衛放協 新 4K8KHP更新について内容検討 

１２月度（２０１９年１２月５日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

一水会情報共有 

不正視聴対策について情報共有 

１月度（開催なし） 

２月度（２０２０年２月６日） 

スカパーにおける件数報告、情報共有 

衛放協 HP4Kページ改修について内容検討 

不正視聴対策映像視聴 

３月度（開催なし） 

 

   ⑫ ＮＥＴ委員会 

新たな配信マーケットについて研究や取り組みを行う。（隔月開催） 

４月度（２０１９年４月１７日） 

今後の委員会運営について説明 

講演：WOWOWのネット同時配信の取り組みについて 

ＷＧの現状報告について説明 

６月度（２０１９年６月３日） 

講演：テーマ「モバイル市場における、人々のお金と時間の使い方」 

講師：App Annie Japan 株式会社 

ＷＧの現状報告について説明 
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８月度（２０１９年８月２１日） 

講演：テーマ「これまでのラジコ、これからのラジコ」 

講師：株式会社 radiko 

新メンバーのご紹介 

ＷＧについて説明 

１０月度（２０１９年１０月１７日） 

放送コンテンツ配信連絡協議会について説明 

営業幹部会（旧業務連絡会）報告 

今年度活動予算について説明 

「NET委員会」意見募集結果について説明 

シンポジウムについて説明 

WGについて説明 

１２月度（２０１９年１２月１８日） 

WGの成果発表報告 

WGについて説明 

２月度（開催なし） 

（４）多チャンネル放送研究所 
多チャンネル放送について、普及や認知度などの現状把握、放送視聴者のプロフィール分析、将来予

測や、普及促進を阻害している要因などの調査、分析を行い報告書/発表会などで報告。メデイア環境

の変化をふまえ、今後の１０年を見据えた調査・研究活動を行った。 

研究報告書の公表 

・２０１９年 ５月 「多チャンネル放送の現状と課題２０１８～２０１９」 

・２０１９年１０月 「２０１８年多チャンネル放送実態調査 調査報告書」 

発表会/セミナー/シンポジウム 

  ・ケーブルコンベンション２０１９ セミナー 

  前掲１７ページ（３）委員会活動⑩ケーブル委員会部分参照 

・２０１９年１１月 開催 

■２０１９年発表会 

テーマ 
「多チャンネル放送のこれから 

            ～ビッグデータ・視聴スタイルの行方～」 

日時 2019 年 11 月 26 日（火） １３：００～１６：３０ 

場所 明治記念館（元赤坂）「鳳凰の間」 

講師 

【第一部】 多チャンネル放送研究所 研究報告    

１３：０１～１３：５０ 視聴者研究 Group    主査  井畑 憲哉（㈱GAORA） 

１３：５０～１４：３０ 事業者動向研究 Group 主査  神崎 義久（㈱東北新社） 

             - 技術動向WG    副主査 青木 学   

（BBC ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾆｭｰｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱） 

             - 制度・市場動向 WG副主査  谷澤 義人（日活㈱）     

【第二部】 パネルデイスカッション  

１４：４５～１６：２０  

（パネリスト） 

  総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 企画官 松島 研 様 

  ㈱電通 電通ﾒﾃﾞｲｱｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾗﾎﾞ 統括責任者     奥 律哉 様 

  ㈱グライダーアソシエイツ 取締役副社長         荒川 徹 様 

（モデレーター）多チャンネル放送研究所 所長                音 好宏 

参加人数 49 社 １50 名 

 

（５）衛星テレビ広告協議会（ＣＡＢ－Ｊ） 
２０１９年度（４月～３月末）のＣＳ/ＢＳペイテレビ広告売上（ＣＡＢ－Ｊ調べ）は、ますます加速する広告の 

インターネットへのシフトや全般的な通販広告の減少などにより、前年比９０．４％の１７５．０億円となった。 

テレビメディアを取り巻く環境は、様々な動画配信サービスの参入、動画視聴デバイスの多様化等の影響



19 

 

により、一段と厳しさを増している。 

この様な環境下、ジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視聴者属性が明確なクラスメデ

ィアとしてのＣＳ/ＢＳペイテレビのアイデンティティを再度明確にしながら、メディア価値の向上を目指した

取り組みを積極的に推進した。 

（６）記録保存所 
衛星放送協会記録保存所は、２０１２（平成２４）年７月１日に文化庁長官より公的記録保存所としての指定

を受け、正会員が著作権法４４条に則って制作した一時的固定物（放送番組）を、放送後６カ月を超えて

も保存している。記録保存所は衛星放送協会事務局を本所とし、希望する正会員に支所を設置。実際に

は、３７社（２０２０年３月末日現在）の正会員支所がそれぞれ保存業務を行っている。２０２０年４月には、

本所が各支所の令和元年度保存状況を取り纏め報告書を文化庁に提出した。 

以 上 
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衛星テレビ広告協議会（ＣＡＢ－Ｊ） ２０１９年度事業報告 

自 ２０１９年４月１日 至 ２０２０年３月３１日 

 

１．業界の概要 

２０１９年（１月～１２月）の総広告費は、前年比１０６．２％となる６兆９３８１億円と、２０１２年から８年連続で 

前年実績を上回りました。 

特に２０１４年以来２桁成長を続ける「インターネット広告費」は、前年比１１９．２％の２兆１０４８億円となり、 

テレビメディアの１兆９９８４億円を上回りました。 

一方、マスコミ４媒体においては、「テレビ広告費」は前年比９７．３％、「新聞広告費」は同９５．０％、「雑誌 

広告費」は同９１．０％、「ラジオ広告費」が同９８．６％と４媒体全てが減少し、マスコミ４媒体広告費合計は 

前年比９６．６％と５年連続で減少しました。この様な状況下、ＢＳ、ＣＳ、ＣＡＴＶを合計した「衛星メディア 

関連広告費」も暦年で前年比９９．４％に留まりました。 

２０１９年度（４月～３月末）のＣＳ/ＢＳペイテレビ広告売上（ＣＡＢ－Ｊ調べ）は、ますます加速する広告の 

インターネットへのシフトや全般的な通販広告の減少などにより、前年比９０．４％の１７５．０億円となり 

ました。 

テレビメディアを取り巻く環境は、様々な動画配信サービスの参入、動画視聴デバイスの多様化等の影響 

により、一段と厳しさを増しています。 

この様な環境下、ジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視聴者属性が明確なクラス 

メディアとしてのＣＳ/ＢＳペイテレビのアイデンティティを再度明確にしながら、メディア価値の向上を 

目指した取り組みを一層進めていく必要があります。 

 

２．ＣＳ/ＢＳペイテレビ広告売上計  

年度 広告売上計 前年比 

２０１９年度 １７５．０億円 ９０．４％ 

２０１８年度 １９３．６億円 ９５．８％ 

２０１７年度 ２０２．０億円 ９６．４％ 

２０１６年度 ２０９．５億円 １００．８％ 

２０１５年度 ２０７．８億円 ９８．７％ 

 

３．衛星テレビ広告協議会の取り組み 

① ＣＳ/ＢＳペイテレビ広告の啓蒙と市場拡大を目的に、各地区の広告会社を招待して開催するＣＡＢ－Ｊ

セミナー２０１９を、１０月に東京、１１月に大阪と福岡の３か所で開催。２０１９年度は前年度に引き続き、

各地区別にアドバタイザーを招いた講演会を実施。 

② 機械式ペイテレビ接触率共同調査は、２０１８年のＲＶＣＳ３．０により調査週 (世帯）の５２週化と調査 

地域拡大を実現したが、ＲＶＣＳに続く次期調査フレームに関して継続的に検討してきた結果、２０２１年 

③ ４月を目途に地上波の新視聴率計画における全国視聴率からのペイテレビデータ分離・集計の採用 

を決定した。 

④ ホームページでは、衛星放送協会オリジナル番組アワードに新設された「ＣＡＢ-Ｊ賞」の特設ページを 

設置。 

https://www.eiseihoso.org/award/2019/cab-j.html 

月次の接触率調査結果と週次の高接触番組ベスト１０を公開。また、ウェブサイトのセキュリティ対策とし

て、常時ＳＳＬ化の導入を準備。 

４．定例会議等 

① 第８回定時総会 （２０１９年５月８日） 

https://www.eiseihoso.org/award/2019/cab-j.html
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② 正副委員長会 （月例） 

③ ＣＭ考査担当者連絡会議 （月例）  [総務・広報委員会] 

④ 営業推進委員会 （月例） 

⑤ 機械式ペイテレビ接触率共同調査（ＲＶＣＳ）ワーキンググループ （月例）  [メディアデータ委員会] 

⑥ メディアデータブック編集会議（２０２０年２月～９月） [メディアデータ委員会主導／３委員会横断] 

５．セミナー、勉強会等 

① アドタイ・デイズ２０１９出展 （２０１９年４月２３日～２４日） 

② ＣＡＢ-Ｊセミナー２０１９ [営業推進委員会] 

 東京地区 （２０１９年１０月３日） 

 関西地区 （２０１９年１１月７日） 

 福岡地区 （２０１９年１１月２２日） 

※各会場で「ＣＳ/ＢＳペイテレビ メディアデータブック２０１９-２０２０」の配布 

③ ＣＡＢ-Ｊ勉強会 （２０１９年８月２８日） [営業推進委員会] 

「データから読み解く ペイテレビ広告効果の新しい発見」 

講師：株式会社 ビデオリサーチ 吉田正寛 様／稲垣圭亮 様 

④ 衛星放送協会倫理委員会・ＣＡＢ-Ｊ共催セミナー [総務・広報委員会] 

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（第６版）の改定ポイント」／ 

衛星放送協会倫理委員会主導（２０１９年１０月） 

「広告・表示のフェアプレイ」／日本広告審査機構 （２０２０年３月）  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プレゼン資料配布にて実施 

⑤ 賛助会員（広告会社）との連携活動 （２０２０年３月） [営業推進委員会]   

「ＣＳ/ＢＳペイテレビ ２０２０年度 各チャンネル目玉コンテンツプレゼン大会」 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プレゼン資料等の配布にて実施 

６．調査・研究等 

① 広告出稿調査  [営業推進委員会] 

 ２０１８年度 第３四半期・第４四半期 （２０１９年５月） 

 ２０１９年度 第１四半期・第２四半期 （２０２０年３月） 

② ＣＳ/ＢＳペイテレビ広告売上集計調査 

 ２０１８年度 通期 （２０１９年４月） 

 ２０１９年度 上期 （２０１９年１０月） 

③ ペイテレビ加入世帯数判定会議  [総務・広報委員会] 

 ２０１９年６月末時点 （２０１９年８月２日） 

 ２０１９年１２月末時点 （２０２０年２月１３日） 

④ テレビＣＭオンライン運用に関する実態把握調査  [営業推進委員会] 

 ２０２０年２月実施 

⑤ 全国視聴率調査からのペイテレビデータ分離・集計検討分科会  [メディアデータ委員会] 

 機械式ペイテレビ接触率共同調査ワーキンググループ（月例）後に開催 

７．委員会活動 

●総務・広報委員会 

（１）ＣＡＢ-Ｊ公式ホームページを中心とした広報活動 

 機械式ペイテレビ接触率共同調査の結果から、「ＣＳ/ＢＳペイテレビ高接触番組週間ベスト１０」を 

ホームページで毎週公開。併せて、同調査のニュースリリースとメールマガジン「ＣＡＢ-Ｊメール 

ニュース」の発行 

 衛星放送協会オリジナル番組アワードに新設された「ＣＡＢ－Ｊ賞」の周知 

 ウェブサイトのセキュリティ対策として、常時ＳＳＬ化の導入準備 

 月刊Ｂ-ｍａｇａにＣＡＢ-Ｊページを設け、機械式ペイテレビ接触率共同調査のターゲット別人気番組

ランキングを毎月掲載したほか、２０１９年１０月号では特集「最新の広告事例から見るＣＳ/ＢＳペイ 

テレビ広告の伝える力」として広告事例等を掲載 
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（２）ペイテレビ加入世帯数判定会議 

２０１９年６月末付、２０１９年１２月末付の加入世帯数判定会議をそれぞれ２０１９年８月と２０２０年２月

に実施。２０１９年６月末付の結果は「ＣＳ/ＢＳペイテレビ メディアデータブック２０１９－２０２０」に掲載 

（３）広告考査関連活動 

① ＣＭ考査担当者連絡会議 

毎月１回の連絡会議を開催し、考査情報の意見交換を実施 

② 広告考査情報の共有 

正会員に対し、広告考査情報を月次で送付 

（４）衛星放送協会倫理委員会との共催セミナーの開催 

■「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（第６版）の改定ポイント」 

 講師：小林直弥弁護士（大江橋法律事務所） 

 実施日：２０１９年１０月３１日（木） 

 会場：衛星放送協会 会議室 

 出席者：２３社４４名 

■「広告・表示のフェアプレイ～適正な広告・表示を実現するために～」  

 講師：公益社団法人日本広告審査機構（ＪＡＲＯ） 専務理事 山本 一広 様 

➢ 実地開催を見送り、当日のプレゼン資料と解説書を参加予定者に送付 

●営業推進委員会 

（１）ＣＡＢ-Ｊセミナー２０１９ 

ＣＳ/ＢＳペイテレビ広告の啓蒙と市場拡大を目的に、各地区の広告会社を招待して開催するＣＡＢ－Ｊ

セミナー２０１９を、１０月に東京、１１月に大阪と福岡の３か所で開催。２０１９年度は前年度に引き続き、

各地区別にアドバタイザーを招いた講演会を実施。併せてＣＳ/ＢＳペイテレビ広告の接触状況をはじ

めとした最新データの発表を行った。 

■東京会場：東京ドームホテル（２０１９年１０月３日） 

出席者：セミナー ３７９名、懇親パーティ ３４９名  

■大阪会場：リーガロイヤルホテル（２０１９年１１月７日） 

出席者：セミナー １６０名、懇親会 １４５名  

■福岡会場：西鉄グランドホテル（２０１９年１１月２２日） 

出席者：セミナー １２６名、懇親会 １０９名 

（２）ＣＡＢ-Ｊ勉強会の開催 

 講演内容：「データから読み解く ペイテレビ広告効果の新しい発見」 

 講師：株式会社 ビデオリサーチ 

ソリューション事業局 マーケティングソリューション部 吉田正寛 様 

テレビ事業局テレビ調査部 稲垣圭亮 様 

 実施日：２０１９年８月２８日（水） 

 会場：ＴＢＳテレビ Ｓ１２１会議室 

 出席者：正会員・賛助会員計 １２５名 

（３）広告出稿調査 

ＣＳ/ＢＳペイテレビ広告の現状把握を目的として、正会員各チャンネルにおける四半期毎に出稿の 

あったアドバタイザー名を上半期・下半期の２回に分けて調査を実施 

集計結果は正会員・賛助会員各社へ配布されたほか、メディアデータブック２０１９－２０２０に資料 

として掲載 

（４）放送業務整備ＷＧ 

地上波（民放連）のテレビＣＭ素材搬入基準からＨＤＣＡＭが外れる２０２１年３月を目前に、ＣＳ/ＢＳ

ペイテレビのオンライン運用について日本広告業協会との情報交換を実施。また、正会員に対して 

アンケート調査を実施し、オンライン運用に関する各局の実態を把握した。 

（５）賛助会員向け活動 

２０１９年度は、「ＣＳ/ＢＳペイテレビ ２０２０年度 各チャンネル目玉コンテンツプレゼン大会」を３月に

企画・準備を進めて来たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために実地開催を見送り、当日の 

プレゼン資料等を賛助会員（広告会社）に送付した。 
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●メディアデータ委員会 

（１）機械式ペイテレビ接触率共同調査 

 現行の接触率調査ＲＶＣＳ３．０に代わる次期調査フレームについて、正会員、賛助会員で構成され

る機械式ペイテレビ接触率共同調査ＷＧに分科会を設置して検討を重ねた結果、ビデオリサーチ社

提案の「新視聴率計画における全国視聴率からのペイテレビデータ分離・集計」が適当であると判

断。２０２１年からの採用を正副委員長会に提案。審議の結果、正副委員長会の総意として同調査

の２０２１年からの採用が意思決定された。 

 総務・広報委員会と共同で、週単位の高接触番組を集計した週間ベスト１０をホームページにて毎

週公開。併せて調査結果のリリースも毎月発行した。 

（２）機械式ペイテレビ接触率共同調査ワーキンググループの運営 

メディアデータ委員会主導のもと、正会員、賛助会員（広告会社）、（株）ビデオリサーチのメンバーで

構成。全国視聴率調査からのペイテレビデータ分離・集計に関する検討と併せ、以下の協議も 

行った。 

① ＲＶＣＳ３．０の付帯調査や公式ターゲットについて 

② メディアデータブック２０１９-２０２０への掲載データについて 

③ ＣＡＢ-Ｊセミナー２０１９で発表する最新データについて 

④ その他調査運用に関わる情報共有と協議 

（３）分科会 

■全数系ログ推計分科会 

２０１８年度末に実施した、プラットフォームの視聴ログを使用した接触率データの補正実験結果を

参加チャンネルにて共有（２０１９年６月１８日） 

■全国視聴率調査からのペイテレビデータ分離・集計検討分科会 

２０２０年４月に地上波導入が計画されている全国視聴率調査からのペイテレビデータ分離・集計

に関し、集中議論を行った。 

（４）「ＣＳ/ＢＳペイテレビ メディアデータブック２０１９-２０２０」の制作 

３委員会を横断した編集会議を主導し、チャンネルと広告事例を同枠で紹介する等、ページ構成と 

掲載内容の大幅見直しを実施。ＣＡＢ－Ｊセミナー前に９，０００部を印刷・納品 

（５）各種セミナーの実施 

ＣＡＢ－Ｊセミナー２０１９における最新メディアデータを用いた媒体説明 

メディアデータブック２０１９-２０２０の内容をもとに、東京（２０１９年１０月３日）、大阪（２０１９年１１月 

７日）、福岡（２０１９年１１月２２日）の計３回実施 

以上 

 


