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平成 30年度事業計画 

 

1．わが国及び世界を取り巻く情勢：  

平成 29 年の世界経済は、引き続き総じて緩やかな成長が続いた。米国では、トランプ

新政権の下、経済政策に一部混乱が見られたが雇用・所得環境の改善を背景とした景

気回復傾向が継続した。リーマン・ショック後の回復期を経て、米国経済は新たな拡

大局面に入りつつあるものと思われる。欧州では、民間消費や輸出が堅調に推移して

おり、緩やかな景気回復が続いている。中国については、成長ペースは引き続き鈍化

しており、今後はニューノーマルの下で、経済は緩やかに減速に向かうものと見られ

る。平成 30 年の世界経済は、引き続き緩やかな景気回復が継続すると予想されるもの

の、｢米国第一｣を標榜するトランプ政権の保護主義的な姿勢に変化は無く、英国の EU

離脱手続を巡る貿易活動の世界的な停滞や、中国経済のニューノーマル路線への回帰

等には引き続き注視が必要である。 

わが国では、10～12 月期の実質 GDP は 8 期連続のプラス成長となった。国内では、

雇用・所得の改善を背景に消費は緩やかな回復傾向にあるほか、輸出も堅調に推移し

ている。平成 29 年は、8 月下旬に北朝鮮情勢や米債務上限問題への懸念が高まり、長

期金利は一時マイナスとなる場面もあったものの、前年に導入された｢長短金利操作付

き量的・質的金融緩和｣により、その後は 0～0.1%の間で安定して推移した。平成 30

年も緩和的な金融政策が継続されるものと見込まれるが、長期金利に影響を与える外

部要因である海外経済の動向については留意する必要がある。 

このような状況の中、平成 29 年 6 月には、安倍政権で 5 度目の成長戦略となる｢未来

投資戦略 2017｣が閣議決定された。当該戦略の中では、今後の日本経済の中長期的な成

長のために、IoT やビッグデータ、人工知能などの｢第 4 次産業革命｣と言われる技術

革新を積極的に取り入れ、少子高齢化や労働力不足といった様々な社会課題を解決す

る｢超スマート社会（Society5.0）｣を世界に先駆けて実現することとしている。当該戦

略には、中・小規模事業者の活力強化に向けた具体的な政策が引き続き盛り込まれて

おり、苦しい状況が続いている地方経済の好転への打開策となることが期待される。 

 

２．ケーブル業界を取り巻く情勢：  

ネット動画配信サービスの本格化など放送と通信の融合が一層進展し、ケーブル業界

を取巻く競争環境は、これまで以上に厳しさを増している。スマートフォン、タブレ

ットの普及による視聴形態の多様化、放送の IP 化、5G をはじめとする無線技術の急

速な技術革新、ネットトラヒックの急増、政府戦略である IoT、AI、ビックデータ等

への対応など業界として早期に対応が迫られる状況となっている。これらは対応次第

では事業者の事業戦略、経営に大きな影響を与えるものとなることより、連盟では各

委員会や日本ケーブルラボ等での検討を踏まえ、戦略整理及び課題解決と対応策策定

に注力する方針である。 

ケーブル事業の強みは、放送・通信、有線・無線の全てを事業領域とし、更にインフ

ラからコンテンツまでの垂直的総合性にある。連盟ではその優位性を最大化すべく業
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界連携のハブ機能となるケーブルＩＤプラットフォームを平成 29 年度に構築した。 

平成 30 年度は、この ID 連携基盤上で展開される高度化した映像サービスや課金・決

済等の新たなアプリケーション、更には後述する次期 AJC-CMS、新 CAS、ACS 等の

サービス別システムを開発、投入することを予定している。 

有線から無線までシームレスに利用できる競争力のあるサービスとして 100 社を超え

る事業者が ID連携基盤を利用したMVNOサービスを開始している一方で、地域BWA

や Wi-Fi などの高速無線通信はまだ一部の事業者の取り組みに留まっており更なる推

進が必要な状況である。更に、急増を続けている固定ブロードバンドのトラヒックの

オフロード対策、2020 年には実用化される 5G や、ネットにつながる機器が 530 億個

に達すると予想される IoT についても検討を進め、戦略策定に着手する必要がある。 

4K・8K は、ケーブル 4K や BS17 チャンネルでの 4K・8K 試験放送の同時再放送等ロ

ードマップに沿い順調に対応してきている。平成 30 年 12 月に開始される超高精細テ

レビジョン放送（以下、新 4K8K 衛星放送）の普及促進や再放送は業界発展の為に重

要な施策であり、本年度も積極的に取り組むこととしている。 

 

３．連盟としての取組み基本方針：  

  上記の情勢を勘案し、各事業会社が個社で取組むよりも業界全体として活動する方 

  が効率的・効果的な案件及び、業界としての社会的役割の遂行を担う案件等を中心に 

取組み、業界の持続的発展に貢献していくものとする。取組むべき事項及び、その内 

の重点実施事項は次の通りとする。 

 

（１）ケーブル業界の競争力強化への取組み 

  １）新サービスの推進及び業界連携の強化（重点実施事項） 

   ２）コンテンツ流通の定着・発展（重点実施事項） 

   ３）無線利活用促進を含むネットワークやサービスなどの高度化（重点実施事項） 

   ４）視聴環境の変化へ対応した取組みの検討 

５）日本ケーブルラボとの連携強化 

   ６）日本ＣＡＴＶ技術協会、衛星放送協会等、関係団体との連携強化 

 （２）業界としての社会的役割の遂行、信用力の向上に向けた取組み 

   １）コンプライアンス遵守による信用力の向上（重点実施事項） 

   ２）著作権等適正な権利処理の徹底（重点実施事項） 

   ３）重要インフラ活動の推進 

４）ケーブルシステムの安全信頼性の向上 

５）BCP(事業継続計画)策定の支援 

   ６）改正個人情報保護法への対応 

 （３）業界の利益確保・プレゼンス向上及び情報共有に向けた取組み 

   １）情勢分析力・対外発信力の強化 

  ２）ケーブルコンベンションの開催（ケーブル・アワードの実施） 

３）無電柱化への対応 



3 

 

   ４）政党、行政官庁への渉外活動の実施 

 ５）マスメディアへの情報提供活動の実施 

   ６）業界内における情報共有の拡充 

  

４．具体的取組み事項： 

  具体的取組み事項は次の通りとする。 

（１）ケーブル業界の競争力強化への取組み： 

１）新サービスの推進及び業界連携の強化（重点実施事項） 

    ケーブル事業の更なる発展のためには、共通化が可能な業務について、「プラッ 

トフォーム」に集約することにより、効率的かつ迅速に新たなニーズに対応す 

るサービスの導入を図る体制を整備することが不可欠である。 

連盟では、平成 25 年度以降、業界に必要不可欠なプラットフォーム構築に向け 

て取り組んでいる。各委員会の取り組みは以下の通り。 

 

①基本運営委員会 

プラットフォーム構想の下、今後の業界にとって必要なプラットフォームの取

り組み方針を整理する。主な検討項目は以下の通り。 

(ア) 本委員会傘下の委員長諮問会議において、コンテンツによる差別化競争

に対応したコンテンツ戦略の策定に取り組む。各社制作の地域コンテン

ツの制作強化と、業界連携したコンテンツの制作のあり方を整理する。

又、地域コンテンツの 4K 化、IP 配信、有料配信に対応した地域コンテ

ンツの全国流通プラットフォーム（次期 AJC-CMS 等）の構築方針を整

理する。更に地域コンテンツの権利処理が適切かつスムーズに行えるよ

う、本委員会傘下のコンテンツ連絡会においてコンテンツ制作に関する

権利処理マニュアル等の策定に取り組む。 

(イ) 本委員会傘下のケーブル PF 連絡会において、インターネットトラヒック

増への対応方針を整理する。更に各社が迅速に対応できるよう対策メニ

ューを整理する。 

(ウ) 本委員会傘下の人財・女性活躍連絡会においては、幹部候補生を対象と

した次世代リーダー育成塾（平成 26 年から実施）や一日講座といった研

修等、人財育成の取組みを実施していく。また、女性活躍推進部会（平

成 28 年から設置）を中心に、女性活躍の推進等の活動も継続していく。 

 

②ケーブル ID推進委員会 

ケーブル ID を活用した業界内情報連携と、ケーブル ID 連携による新しいサー

ビスの充実を図る。具体策は以下の通り。 

（ア）連盟の各種情報発信サイトの認証基盤としてケーブル ID プラットフォ

ームを活用し、セキュリティの高い業界内情報連携を実現（平成 30 年

度内）する。又、業界ビッグデータについて、ケーブル ID プラットフ
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ォームを活用し、効率的に構築が可能となるよう（平成 31 年導入を想

定し）検討を進める。 

（イ）平成 29 年度で開始している転居支援、MVNO、親子支援に加えて、映像 

配信サービスや機器修理保証サービス等新しいサービスを開始する。 

又、マイナンバーカードを活用したマイナポータル等自治体サービスや、

今後急速に拡大する EC サービス等新しいサービスを導入する。 

 

③放送関連検討委員会 

 平成 30 年 12 月 1 日から開始される新 4K8K 衛星放送の再放送に向け、BS 放 

送事業者との再放送同意協議、周知広報戦略の策定、第 3 世代 STB の第 2 次共 

同調達などをコアミッションとし、新4K8K衛星放送推進の旗振り役を務める。 

又、総務省の「4K・8K 時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方に関す 

る研究会」の取組みと連携し、ケーブル業界の放送のＩＰ化にも取組む。 

 

④無線利活用委員会 

具体的な取り組み内容については、後述の「３）無線の利活用促進を含むネッ 

トワークやサービスなどの高度化」の通り。 

 

⑤CAS委員会 

     今後、業界の放送事業基盤となる新 CAS 方式導入の技術的な検討と推進、及び 

その利用スキーム（連盟 ACAS スキーム）の詳細整備及び運用を取り進める。 

 

 ２）コンテンツ流通の定着・発展（重点実施事項） 

コミュニティチャンネルが経営の一助となれるよう、編成の充実を果たすべく 

コンテンツの流通及び良質コンテンツの制作をサポートする。また、「ケーブル4K」 

のコンテンツ調達の為に、できる限り多くの局が、多くの 4K コンテンツ制作を行 

い、自社及び業界の財産として蓄積できるようにサポートする。 

①コンテンツ制作力の向上 

    （ア）番組制作プロジェクト「けーぶるにっぽん」の 4K 制作 

平成 30 年度についても年 24 本制作とし、4K 制作力の強化を図ると共 

にコンテンツの全国配信を強化する。 

     （イ）各種セミナーの実施 

        企画制作力の更なる向上とオペレータ個社による 4K コンテンツの制作

推進を目的に各種制作セミナーの開催や 4K 機材の無償貸出を引き続き

実施する。 

     （ウ）番組アワードの開催 

    番組アワード（第 44 回）を継続開催。更なる地域の映像情報文化の発展、

地域の情報発信支援に寄与する優れた作品を制作し続けるための意識の

高揚を図る。 
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     （エ）共同制作 

    自社及び業界の財産として蓄積できるスキームのひとつとして、サプラ

イヤーとの共同制作によるコンテンツ制作の推進を図る。 

 

   ②コンテンツ発信力の向上 

    （ア）AJC-CMS の今後の運営検討 

       AJC-CMS は、オペレータ 302 社、サプライヤー16（平成 30 年 2 月 1 日

現在）が利用し活用実績も大幅に向上した。今後は、アーカイブや 4K 対

応等を含めシステムや運用の再検討をする。コンテンツ流通の拡大と活

用の深化を図り、AJC-CMS が、地域を超える質の高い番組制作に寄与す

ることにより、各社のコミュニティチャンネル編成の質的向上につなが

るよう取り組む。 

（イ）コンテンツ制作における地域連携 

ケーブル局間のコンテンツ制作・配信における地域連携について、体系

的にまとめ、組織相互の情報交換につながるスキームを検討する。 

（ウ）コンテンツ価値の創出 

   地域コンテンツの価値を向上させ、更なる制作スキル向上につなげるた

めに、業界内外へのコンテンツ販売（有料）を推進する。 

     （エ）海外展開 

       放送コンテンツの海外展開は、日本の魅力を発信することで、地域への

観光需要の増大、地域産品の海外販路開拓といった波及効果が期待され

る。海外に向けてのコンテンツ展開について、親日国が多く親和性の高

いアジア地域をターゲットとし、政府が推進する海外展開事業も踏まえ、

事業者に海外展開に係る情報提供を行い、そのサポートの役割を担う。 

 

３）無線利活用促進を含むネットワークやサービスなどの高度化（重点実施事項） 

   有線と無線の融合をはじめとするネットワークの高度化に関する技術検討につい  

ては、内外の部会・委員会活動を通じて課題の整理や解決に向けて検討を行って 

いる。平成 30 年度においても、無線技術の利活用やネットワークの高度化施策を 

次の通り更に推進していく。 

①無線サービスへの取り組み  

前述のプラットフォームの取り組みの一環として、無線利活用委員会にて、業

界一体となった無線戦略構築と無線事業推進を行なっている。平成 29 年度に、

無線推進会社を設置し、無線に専門的に取組む体制を整えた。又、5G を見据

えた無線利活用戦略の拡大を行なった。平成 30 年度は、「地域 BWA 帯域の利

活用」、「MVNO 事業におけるスマートフォンサービスの提供」、「Wi-Fi 構築

推進」、「IOT の事業化検討」、「5G への対応」を 5 つの柱と位置づけ、業界コ

ア構築や 5G 免許対応などの具体的実行策を推進する。ケーブルテレビの有線

網や無線網を活かした地域住民が暮らしやすい環境や様々なサービスの提供
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の実現を図る。 

 

②地域 BWA  

2.5GHz 帯の地域 BWA バンドの更なる利活用が期待されている一方、今なお

電波の有効活用が実現しない地域については、全国事業者へ免許付与の可能性

が残されている状況にある。 

無線利活用委員会では、地域 BWA 事業参入に向けた全国説明会を開催するな

ど、この貴重な電波帯域を有効利用する事業化の促進に向けて取り組んだ結果、

地域 WiMAX 方式から高度化方式へ移行する事業者含め高度化方式に取り組

む事業者がこの 1 年で急増した。引き続き新規参入の事業化支援と共に、地域

WiMAX 方式の免許を有する事業者に対しては高度化方式への移行を促し、地

域 BWA 推進協議会など外部団体との連携も図りながら、ケーブル事業者によ

る地域 BWA 事業の普及促進を進めていく。 

 

③次世代ネットワーク 

技術委員会は、新 4K8K 衛星放送の再放送に向けた放送 256QAM 伝送の課題

について検討を進めている。平成 28 年度のフィールド環境における放送

256QAM 信号を 15 波伝送する実証試験に続き、平成 29 年度は大規模集合住

宅における放送 256QAM 信号の伝送特性を測定し、棟内設備において放送

64QAM 信号と放送 256QAM 信号で大きな差異が生じないことを示した。 

又、平成 30 年 12 月から実施される新 4K8K 衛星放送の再放送など、放送サ

ービスの高度化やデータ通信の高速化に対応するため、伝送路の FTTH 化に

対する必要性が高まっている。このため、連盟「技術委員会」傘下に「伝送路

高度化タスクチームを」を設置し、先行事業者の技術担当者、日本ケーブルラ

ボおよび連盟の 3 者による相談窓口を開設し事業者からの照会に対応してい

る。平成 30 年度も本窓口を活用し光化を促進する。 

更に第 3 世代 STB の手配、ヘッドエンド装置の円滑な調達、放送 256QAM、

周波数帯域が拡張された BS-IF に対応したパススルー伝送・集合住宅棟内設備

改修などの課題について、日本ケーブルラボや日本 CATV 技術協会など関係団

体の協力を得ながら、引き続き課題の解消に取り組んでいく。 

 

  ４）視聴環境の変化へ対応した取組みの検討  

    視聴者のライフスタイルの変化、インターネット化の進展により、放送の同時配

信への機運が高まっている。又、通信では認められている視聴履歴を活用したレ

コメンド等のサービスを放送でも行えるよう、総務省は「放送分野ガイドライン」

の改定を行なった。連盟では、こうした動きに対応し、平成３０年秋の第三世代

STB の導入に合わせ、視聴ログ等の情報を収集する ACS（Auto Configulation 

Server）を構築する。また、ACS で収集した情報に基づきレコメンド等の新しい

サービスが可能となるようケーブル IDを活用した業界ビッグデータ構築について
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検討を進めていく。 

 

５）日本ケーブルラボとの連携強化  

連盟は日本ケーブルラボと連携して課題の解消と新しい技術の円滑な導入に向

けた取り組みを進めており、その結果として新 4K8K 衛星放送運用仕様、ACAS

対応自主放送運用仕様、高度ケーブル自主放送運用仕様などの策定が行われた。 

引き続き、新 4K・8K 衛星放送に際して円滑に再放送が実施できるよう、日本ケ

ーブルラボと連携して対応していく。 

更に、日本ケーブルラボが主催するワークショップの一部において、連盟との共

催での実施を更に進めて連盟正会員への参加を促していくと共に、日本ケーブル

ラボ技術委員会と連盟技術委員会の連携により最新技術動向を提供するなど、引

き続き技術サポートを行っていく。 

 

   ６）日本ＣＡＴＶ技術協会、衛星放送協会等関係団体との連携強化  

競争の激化を踏まえ、事業者が直面する課題や要望等について、日本 CATV 技

術協会、衛星放送協会等の関係諸団体と会議体や共同開催イベント等を通じ、

積極的に意見・情報の交換を行い、ケーブル事業に係る関係者の総力を挙げて、

コスト競争力の強化による既存事業の拡大や魅力あるサービスの開発、投入を

図る。 

   

（２）業界としての社会的役割の遂行、信用力の向上に向けた取組み： 

   １）コンプライアンス遵守による信用力の向上（重点実施事項） 

電気通信サービスに関する苦情・相談件数は、平成 28 年度以降前年比減少とな

っている。権利・法令遵守委員会コンプライアンス WG では、総務省の「電気

通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン（平成 29 年 9 月改訂）」

の逐条解説版を作成すると共に、改正青少年インターネット環境整備法への対

応も含む全国支部説明会を行い、その内容の周知徹底に努めた。 

平成 30 年度は引き続き消費者保護対策を重点項目とし苦情・相談件数の更なる

削減に取り組む。又、MVNO サービスの普及に伴い苦情・相談件数も増加傾向

にあるため、他団体と連携して消費者保護対策の検討を進める。又、ケーブル

業界の課題である『制作取引の適正化』は権利・法令遵守委員会の著作権 WG

とも協働し、総務省や放送コンテンツ適正取引推進協議会と連携の上フォロー

アップ調査への協力やガイドラインの周知等により取引適正化を推進する。 

 

   ２）著作権等適正な権利処理の徹底（重点実施事項） 

平成29年度よりJASRAC及びNexToneの音楽著作権料の徴収代行を実施した。

これにより連盟が徴収代行を実施している著作権管理団体は、JASMAT、aRma、

に加えて計 4 団体となった。又、事業者に対しては平成 30 年 2 月～3 月にかけ

て全国説明会を行い、著作権等管理団体との契約状況を報告するとともに、ネ
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ット配信における権利の取扱いについて周知を行った。 

平成 30 年度は多くの著作権等管理団体（JASRAC/NexTone、aRma、レコ協

/CPRA）との契約更新の期限を迎えるため、契約更新に向けた準備及び交渉が

活動の軸となる。 

又、ネット配信等新たな分野へのコンテンツ展開が急務となっている状況下、

コンテンツ制作に関わる著作権処理に関して、課題の整理、啓蒙等広く会員オ

ペレータに周知していくことにも取り組む。 

     

３）重要インフラ活動の推進 

  内閣のサイバーセキュリティ戦略本部管轄の重要インフラ専門調査会への委員 

派遣や、重要インフラ活動での運営委員会や各種 WG への参加、ケーブルテレ

ビセプターを含めた 12 分野 17 セプターの重要インフラ事業者と各所轄省庁関

係機関による分野横断的演習やセプター訓練への参加等、情報セキュリティ対

策の知見蓄積に向けた取り組みを進めると共に事業者との情報共有をより一層

推進する。又、平成 30 年度はケーブルテレビセプターが、全セプターの代表者

によって活動計画等を決議する「セプターカウンシル総会」の議長となってお

り、準備を含めその運営に注力する。 

   

４）ケーブルシステムの安全信頼性の向上  

平成 25 年度に全国で放送サービスの重大事故が多発したことを契機に、事業者

への注意喚起や具体的な事故防止施策の徹底を図ったことで、平成 26～28 年度

の放送サービスの重大事故は減少している。 

一方、通信サービスでは、平成 28 年度と 29 年度で重大事故が発生し、通信サ

ービスにおける安全信頼性の向上に向けた取り組みも必要な状況である。平成

27 年 7 月から運用開始した「ケーブル運用情報共有システム」では、事業者間

による運用情報の共有を進めると共に、連盟や日本ケーブルラボからの技術情

報を本システム経由で周知・展開することで、更なる業界の安全信頼性の向上

を目指している。平成 29 年度はシステムの「お知らせ機能」をリアルタイムに

発信する改修等で登録者の利便性の向上を図り、正会員の登録率も 68％（2018

年 2 月時点）に増加している。本システムの更なる利活用を図り、今後もケー

ブルテレビの安全信頼性の向上に向けた取組みを進め、引き続き重要インフラ

としての社会的責任を果たしていく。 

 

５）BCP(事業継続計画)策定の支援 

 東日本大震災で BCP の重要性が再認識されたが、平成 28 年の調査では BCP 策

定済の事業者は全体の 47%に留まっていた。通信・放送制度委員会セキュリテ

ィ WG は、平成 28 年に BCP の雛形の検討に着手し、平成 30 年に「BCP 策定

ガイド」を完成した。本ガイドは経営戦略に連動した最新の BCP に基づいてお

り、仮想の事業者の例示による記入例も雛形に盛込んだ。平成 30 年度は BCP
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策定ガイドの事業者への展開に加え、訓練・演習の機会をも提供することで、

BCP 策定支援とその実効性向上を図り、事業者の事業継続体制の確保を促進す

る。 

 

６）改正個人情報保護法への対応 

 平成 29 年 5 月 30 日に改正個人情報保護法が施行され、「放送の視聴履歴が課

金・統計処理以外でも利活用可能」、「事業者の規模による規制の撤廃」、「匿名

加工情報の規程追加」等が行われた。改正への対応として、連盟の「個人情報

保護に対する規程（雛形）」に不足している、「視聴履歴における個人情報取扱

規定」と３つの細則（「匿名加工情報取扱細則」、「個人データの外国にある第三

者への提供実施細則」、「個人データの第三者提供時の確認・記録義務実施細則」）

を追加し事業者に展開した。平成 30 年度は規程（雛形）全般を見直すこととし、

業界あげて適切な対応を進めていく。 

 

  （３）業界の利益確保・プレゼンス向上及び情報共有に向けた取組み： 

   １）情勢分析力・対外発信力の強化 

①調査機能の強化  

 社会、経済、技術・サービス等様々な環境が日々激変する中、業界全体及び各

社が持続的成長を実現するためには、業界の内部分析、市場や政策の定点観測

や関連市場動向の調査・分析等の機能を一層高める必要がある。この調査・分

析結果に基づき、業界全体の戦略策定、対外リエゾン活動等を行い、業界とし

ての「情報武装」を強化・推進し、「業界力」そのものの向上につなげる。 

 

②会員情報システム「 SMILE（スマイル）」のデータ項目の見直し・有効活用 

 SMILE を、業界環境変化の把握および今後の意思決定に活用できる情報提供基 

盤とするために、収集データ項目の見直しと収集データ精度向上の取組を今年 

度も継続する。 

 

③外部関係団体への参画、情報収集、意見表明   

 事業領域の拡大や業界の社会的位置づけの高まり、更に放送市場の伸び悩み、 

通信市場の膨張などを反映し、「平成 30 年度に参加する関係団体・委員会」の 

数は 100 以上にも達している。連盟本部として、あるいは会員各社の協力を得 

て、各関係団体、委員会に積極的に参加し、業界のプレゼンスを向上させ業界 

利益が損なわれることがないように情報の収集や業界としての意見表明を実施  

する。 

２）ケーブルコンベンションの開催（ケーブル・アワードの実施） 

「ケーブルコンベンション 2017」は「Innovating your Life 〜もっと生活が変わ 

る、もっと地域が変わる〜」をテーマとし平成 29 年 7 月に東京国際フォーラムで 

開催した。平成 30 年も、日本 CATV 技術協会の技術展示である「ケーブル技術シ 
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ョー」を同時開催とし、ケーブルテレビ関連３団体が主催する業界最大のイベン 

トとして東京国際フォーラムで 7 月に開催する。又、優れたプロモーションや先 

進的な取り組みを表彰する「ケーブル・アワード 2018」を引き続き実施し、業界 

全体の好事例共有の促進を図る。 

  

３）無電柱化への対応 

    国土交通省は無電柱化法に基づき平成 30年度から 3年間を期間とする無電柱化推

進計画を策定した。これを基に国・地方自治体の無電柱化施策が推進されること

になる。サービスの根幹となる伝送路を適切に施工、維持する事を目的に、低コ

スト手法として検討が続く小型ボックス方式、直接埋設方式等につき、関係省庁・

関係自治体等に対して、他の電線管理者と連携を図りながら検証や協議を引き続

き行う。又、無電柱化事業における費用負担軽減についても、関係省庁・関係自

治体等に対して要望を行う。 

 

４）政党、行政官庁への渉外活動の実施  

総務省、国土交通省等の関係官庁や政党等、各種団体との関係構築に努め、業界 

要望が反映されるべく取組む。 

 

５）マスメディアへの情報提供活動の実施  

業界のプレゼンス向上とマスメディアへの能動的な情報発信を目的とし、平成 29

年度より、記者説明会を年 4 回開催し、業界紙・誌との関係強化に努めている。

又、業界の取り組みや特徴をより広く広報するため業界紙のみならず一般紙、通

信社への広報活動も継続し強化する方針。 

平成 28 年度より、事業者のプレスリリースも連盟ホームページに掲載するシステ

ムを導入した。連盟および事業者のプレスリリースは、平成 28 年度は 17 件、平

成 29 年度は 22 件を掲載。平成 30 年度は更に掲載数を増加させ、業界の情報発信

プラットフォームとして機能させるべく取り組む。 

 

６）業界内における情報共有の拡充 

「JCTA 会報」で支部ケーススタディ、業界特集、本政策投資銀行及び電通（電通

総研）コラム等を掲載。周辺情報含めたソリューションや分析レポートを拡充し、

業界としての情報共有・活用を推進している。又、会員リーチ拡大や利便性向上

のため会報誌のデータ配布やホームページへのアーカイブを実施している。 

 

（添付資料） 

【別紙１】平成３０年度 連盟委員会・部会・団体等の活動方針 

【別紙２】平成３０年度に参加する委員会、関係団体等一覧 

 



  

【別紙１】         平成 30年度 連盟委員会・部会・団体等の活動方針 
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1．活動目的 

ケーブル事業の更なる発展のために必要となる重要事項を整理し、その取り

進め方針とその推進体制を整理する。なお、連盟の全委員会が連携した推進

が可能となるよう連盟全委員会の委員長が本委員会のメンバーに加っている。 

 

2．平成 29度の活動概要 

 ○基本運営委員会 

 

A) 予算・税制について、要求省庁である総務省との連携、予算折衝時期

の政党対応、関連情報の業界内周知等、事案ごとに適宜実施 

 

B) 2018年 12月までに必要となる重要事項とそのロードマップを整理 

■ 重要事項 

 高度 BS再放送対応 

 コンテンツ関連 

 インターネットトラヒック増への対応 

 ケーブル IDの普及展開 

 無線利活用 

 人財・女性活躍推進 

 BCP 

 

C) 上記重要事項の中で、コンテンツ関連、インターネットトラヒック増への

対応および人財・女性活躍推進について、本委員会傘下の組織にて

推進 

 

■ 委員長諮問会議 

 コンテンツによる差別競争に対応したコンテンツ戦略につい

て議論し中間報告実施 

 各社の４Kコンテンツ制作の促進策として、４Kコンテンツの出

口戦略を整理し、ケーブル４K（HD 版）の 2018 年 4 月放送開

始等整理 

 

■ コンテンツ連絡会 

ケーブル業界の強みである地域コンテンツの全国流通を推進し、コ

ンテンツの共同制作や海外展開も含めた二次利用、ケーブルコンテ

ンツの接触機会の増加によりケーブル業界の認知を向上させる。 

 コンテンツ流通システム「ＡＪＣ-ＣＭＳ」は、オペレータ302社、

サプライヤー16社（平成 30年 2月現在）が利用 

 国際コンテンツ見本市の日アセアン TV フォーラム、ならびに

ATF（ＡＳＩＡ TV FORUM ＆ MARKET）に出展 



  

 ４Ｋ制作の推進のために制作セミナーを 3回実施 

 「けーぶるにっぽん」を日本の「祭」をテーマに 24本制作 

 第 43回日本ケーブルテレビ大賞 番組アワードを開催 

 CATV×東北新社（ヒストリーチャンネル）による協業プロジェ

クトを実施。 

 各社のコンテンツ関連の取組みを共有 

 

■ ケーブルＰＦ連絡会 

インターネットトラヒック増によるコスト増が、今後さらに加速し、ケー

ブル事業の深刻な経営課題となることを踏まえ、その対応について

急ぎ整理する。 

 各社のトラヒック状況、対応策の実態調査を実施 

 実態調査に基づき、対応方針に関する中間取りまとめを整理 

 

 ■人財・女性活躍連絡会 

主な取組みは、以下のとおり。 

 次世代リーダー育成塾を、引き続き５つのカテゴリー（地域コ

ミュニケーション、営業、技術、顧客対応、マーケティング）で

開催。4年目を終了し、 計 107社、延べ 558名の参加となっ

た。 

 11月に、人財イベント「ケーブル人財フォーラム 2017」を、ザ・

プリンスパークタワー東京にて実施。「 JCTA WOMAN 

WORKSHOP」、「経営トップセミナー（兼経営者塾第 1 回）」、

「Next Generation Summit 2017」の 3 イベントを集中開催し

た。 

 経営者塾を開講し、業界内の経営層が多数参加。 

 女性活躍推進部会の発案・運営で、「JCTA WOMAN 

WORKSHOP」を全国６都市で地方開催 

 

3．平成 30度活動方針 

○基本運営委員会 

 

A) 予算・税制について、官公庁や政党、業界内などへの対応を、引き続

き適宜実施していく。 

 

B) 2019年、2020年を見据えた重要事項とそのロードマップの整理 

 

C) 2018年 12月までの重要事項の確実な推進 

 

■ 委員長諮問会議 

 コンテンツによる差別化競争に対応したコンテンツ戦略とその

推進体制を整理 



  

 地域コンテンツの全国流通プラットフォームの構築方針整理 

 

■ コンテンツ連絡会 

各社のコミュニティチャンネルが経営の一助となるよう、編成の充実

を果たすべくコンテンツの流通及び良質コンテンツの制作をサポート

する活動を行う。又、ケーブル業界共通の 4Ｋ専門チャンネル「ケー

ブル 4Ｋ」のコンテンツ調達の為に、多数の局が多くの 4K コンテンツ

制作し、自社及び業界の財産として蓄積できるようにサポートする。 

 コンテンツ制作力の向上 

・ 「けーぶるにっぽん」の４Ｋ制作強化と今後の在り方検討 

・ 4Ｋコンテンツの推進と制作スキル向上の為制作セミナ

ー等を実施 

・ 番組アワードの応募作品数、新規応募局の増加を図る 

・ 4Ｋの推進策として、サプライヤーとの共同制作を推進 

 コンテンツ流通の促進 

・ AJC-CMSのシステムや運用の再検討 

・ 地域コンテンツの販売（有料化）を推進 

・ 放送コンテンツの海外展開をサポート 

 ケーブル４Ｋの推進 

・ ケーブル 4ＫのＨＤ版の配信やネット配信などプロモーシ

ョンのための様々な施策を実施 

 

■ ケーブルＰＦ連絡会 

 インターネットトラヒック増への対応に関する中間取りまとめを

踏まえた対策メニューを策定する。 

 モデル会社、モデル地域による対策実行を踏まえた具体的

対策と費用対効果について整理する。 

 

■ 人財・女性活躍連絡会 

以下のような取組みを中心に活動していく予定 

 研修内容の更なる充実を図りつつ、次世代リーダー育成塾を

開講 

 スキルに対する多様な需要に柔軟に対応するため、「公開講

座」枠を活用して研修を開催 

 各事業者のダイバーシティの推進事例を収集・共有し、業界

内の取組みを促進 

 その他、ケーブル人財フォーラムなど、人財育成・女性活躍

推進のための取組みを、検討・実施 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利・法令遵守委員

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

ケーブルテレビ業界としての法令遵守の徹底を図り、社会から信頼され、国民に

安心して利用される産業を目指す。また、情報化社会の進展により重要性を増す

知的財産保護等への取り組みとして、著作権に関する問題・課題に対する包括

的な処理を実現する。 

 

２．平成 29年度の活動概要 

【コンプライアンス WG】 

① 総務省発行「消費者保護ルールに関するガイドライン」（電気通信及び有

料放送）の逐条解説版の作成 

① 「ケーブルテレビテレビ事業の営業活動における消費者保護に関する自

主基準及びガイドライン」の改訂 

② 低炭素社会実行計画（2030年目標）の策定 

③ 改正割賦販売法によるケーブルテレビへの影響調査と対応の周知 

 

【著作権 WG】 

① JASRAC・NexTone との新規契約締結と著作権使用料の収納代行業務

実施 

② JASMAT処理/aRma処理に関する受託業務実施 

③ 著作権等管理団体との平成 31年度以降の契約更新に向けた準備 

④ その他、著作権等管理事業の円滑な実施 

 

３． 平成 30年度活動方針 

【コンプライアンス WG】 

① 会員事業者のコンプライアンス遵守の促進 

② 電気通信及び有料放送の消費者保護ルールの履行促進 

③ 国民生活センター等への苦情・相談の分析と削減取組 

④ MVNO事業への苦情・相談への対応検討 

⑤ 「ケーブルテレビ事業の広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改

訂 

⑥ 制作取引適正化に向けた対応 

【著作権 WG】 

① JASRAC・NexTone/JASMAT/aRmaの処理の円滑な遂行 

② 著作権等管理団体との平成 31年度以降の契約について協議 

③ NET配信における権利処理等の継続協議 

④ 著作権セミナーの実施等の会員への啓蒙活動 

⑤ 制作取引適正化に向けた対応 

                                              以上 

             

 



  

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信・放送制度 

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

①通信・放送制度に関し業界の方向性、利益に合致した施策反映を行い、会員

事業者へ情報共有を図る。 

②通信及び放送の法制度に関する情報の会員事業者への情報提供を行う。 

③重要インフラ活動推進と深化を図る。 

④情報セキュリティ等に関する情報の会員事業者への提供。 

⑤パブリックコメント募集に対して、ケーブル業界の利益実現に向けた検討に基

づく意見応募を行い、必要な働きかけを実施する。 

 

２．平成 29年度の活動概要 

①重要インフラにおけるセプターカウンシル活動に参加し、業界のプレゼンスを

高めるとともに、会員事業者への情報展開を実施。 

②内閣官房セキュリティセンターが主催する分野横断的演習への参加（１４社）

等、会員事業者のセキュリティ対策向上への取組みをフォローした。 

③総務省「円滑なインターネット利用環境の確保に関する検討会の方向性

(案)」のパブリックコメントへ意見応募し、業界利益に合致した主張を行った。 

④BCP（事業継続計画）について、セキュリティ WG にて経営戦略と連動する最

新のＢＣＰの考え方に基づいたガイドラインと雛形を作成し、事業者へ展開。 

⑤３つの FTTH 提供形態の内、接続方式（シェアドアクセス）によるトリプルプレ

イ対応のコスト等を試算するシミュレータを接続 WGにて作成している。 

⑥個人情報保護法の改正対応として、従来の規程雛形ではカバーできない

「放送の視聴履歴の取扱い規程」や 3細則を作成し、事業者へ展開。 

 

３．平成 30年度活動方針 

①通信・放送に関する法令、ガイドライン等に関する情報を適宜展開するととも

に、業界としてのガイドライン作成等、必要な対応を検討・実施する。 

②重要インフラ活動の推進および深化を図るとともに、情報通信関連の各種協

議会等に参加し、事業運営に有用な情報等の収集・展開に努める。 

③BCPについて、策定ガイドの事業者への展開に加え、訓練・演習等の機会を

事業者に提供するなど、BCPの浸透に努める。 

④FTTH「接続方式」のトリプルプレイ対応のシミュレータを事業者に展開すると

ともに、「接続方式」に対する課題の整理を行う。 

⑤改正個人情報保護法に対応するため、「個人情報保護に対する規程雛形」

の全般を見直し、必要に応じて規程の修正や追加を行う。 

⑥セキュリティ資料館の見直し等を通じ、サイバー攻撃対策等の情報展開を強

化し、事業者の対応能力の向上を図る。                                

 

 

               以上 

 

 



  

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 活動目的 

① ケーブルテレビに関する技術的課題などへの対応 

② 日本ケーブルラボとの技術的課題に関する連携・検討 

③ 地中化や電柱共架についての連携・検討 

④ 他委員会との技術的課題に関する連携・検討 

 

2. 平成 29年度活動概要 

①2018年 1～5月に実施された BS右旋帯域再編や新 4K8K衛星放送の再

放送に関する技術的な課題については、日本ケーブルラボ、日本 CATV

技術協会、A-PAB等の外部団体と連携を図り解決を図った。 

更に、A-PAB との調整事項などについて各事業者への情報展開を円滑に

進めるため、各支部代表委員を介して各支部所属事業者へ情報を提供す

ると共に、各事業者の取り組み状況を収集し、大きな支障なく BS右旋チャ

ンネルの帯域削減に対応した。 

②新 4K8K衛星放送の再放送に向けた放送 256QAM伝送の課題・対策に 

ついて、平成 29年度は、大規模集合住宅における放送 256QAM伝送の 

実証試験を、ケーブルテレビ事業者のネットワークを用いて実施し、棟内

設備における品質劣化について 64QAMと 256QAMで大きな差異はないこ

とを示して報告書への反映を図った。 

③無電柱化推進への対応として、総務省、経済産業省、国土交通省及び関

係事業者との円滑な協議を、地中化・共架WG無電柱化対策 PTが主体と

なり対応した。国による低コスト手法の検討に加え、東京都の無電柱化推

進に向けた技術検討に対応、電力・通信等の電線管理者とも連携し、保

守も視野に入れた適切な手法を検討した。 

改正道路法第 37 条が改正され、国が管理する緊急輸送道路への新規占

用が禁止され、国土交通省に対して他電線管理者と連携し緩和措置を要

望し、会員には各都道府県道においても運用が開始されることへの周知

を行った。 

 

3. 平成 30年度活動方針 

①新 4K8K 衛星放送の再放送の円滑な導入に向けて、放送 256QAM 伝送

や伝送路高度化に向けた対応について、伝送路・棟内設備 WGや伝送路

高度化 TTの活動を中心に、関連団体との連携を図りながら対応する 

（ア）2018年 12月に向けた関連業界動向の把握と会員への情報提供 

（イ）日本ケーブルラボや日本 CATV 技術協会と連携した伝送路高度化

技術に関する検討 

（ウ）光化促進のため、日本ケーブルラボと連携した支援活動の継続

（伝送路高度化 TT） 

②無線技術に関する課題については、「無線利活用委員会」や「ケーブルテ

レビ無線利活用促進協議会」での検討を中心に継続する 

③ケーブルテレビにおける安全信頼性向上の取り組みを継続する 



  

④無電柱化において国土交通省との定期的な協議継続、ケーブル業界の課

題の共有と施策への反映を要望 

⑤業界に関連する地中化関連各種法令・制度等の情報収集と会員への情

報提供 

⑥無電柱化推進計画への継続対応 

⑦実道における無電柱化低コスト手法の検証への対応 

⑧関係省庁等への地中化関連の財政面・予算面での支援要望。 

⑨無電柱化推進法に基づく事業者責務としての技術開発への取り組み 

⑩国土交通省との無電柱化協議に向けたバックデータの整理・蓄積を目的

として定点調査アンケートの継続実施。 

⑪共架に関する課題について情報共有。 

 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

番供等事業者 

部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

ケーブル事業者と番組供給事業者等との協力体制を強化し、 

加入者拡大、多チャンネルブランドの向上に取り組む。 

 

２． 平成 29年度の活動概要 

   

① 多チャンネルの加入拡大（共同マーケティングＷＧ） 

・ＳＴＢ設置済みで、地デジコースのみ契約あるいは地デジ・ＢＳ再送信 

コースのみ契約者を主な対象とした加入拡大施策の実施 

・加入拡大成功局のノウハウを蓄積し、加入獲得、解約防止策を各オペレ

ータに対し水平展開 

・業界活性化に向けた新たな取り組み施策 

有料多チャンネル共同キャンペーン（平成 29 年施策）のレビューと今後

の新施策の検討。 

② いい番組みようキャンペーン 

  ・番組供給事業者、ケーブルテレビ、スカパーの有料多チャンネル放送業 

界がプラットフォームを超えて連携、豪華プレゼントキャンペーンを 

実施 

③ セミナーの実施（次世代研究ＷＧ） 

・テレビマーケットの現状分析と未来予想を勉強 

・ケーブルテレビの 4K/8K対応を勉強する機会を提供 

 

３．平成 30年度活動方針 

平成 29年度活動内容を継続検討し、施策の具体化を実施 

特に多チャンネルの加入拡大については、分析結果をもとに、より効果的 

な施策の実施 

 

 

 

                                             以上 

                                              

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）衛星放送協会と

の２者懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

多チャンネル放送における衛星放送協会（サプライヤー）との関係を強固なも

のとし、多チャンネル加入者拡大をめざすとともに共通の諸問題の解決を図

る。 

 

２．平成 29年度の活動概要 

① 法人・業務契約の指針の改定の報告 

② 「放送を巡る諸課題に関する検討会」及び「放送コンテンツの製作・流

通の促進等に関する検討委員会」に関する報告 

③ 2者懇談会活動概要の整理 

 

３．平成 30年度活動方針 

① 多チャンネル加入者拡大のための諸課題の共有、施策に関する意

見交換、検討 

 

② 健全なビジネス構築の為の、より精度の高い世帯数情報の整備 

（定義、収集方法、使用用途、戦略的使用方法等）。 

 

 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送関連検討委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

 

放送に関連する事案について調査・研究・検討・活動を実施する。 

 

２．平成 29年度の活動概要 

①放送関連検討委員会 

   ・新４K８K衛星放送の再放送関連課題への対応 

   ・総務省の IP放送技術規格化に向けた研究会の取組みと連携し、ケーブル 

業界の IP放送化の研究に着手 

 

②4K8K推進 WG 

  ・新 4K8K衛星放送の再放送同意協議への対応 

  ・周知広戦略の策定 

  ・新 4K8K衛星放送再放送対応マニュアル（1年前編）の策定と各事業者へ

の展開 

  ・総務省主催「４K8Ｋ推進連絡協議会」対応 

  

３． 平成 30年度活動方針 

・新 4K8K 衛星放送の再放送へ向けた再放送同意の継続協議 

・ケーブル事業者における新 4K8K 衛星放送の周知広報への支援 

・新 4K8K衛星放送対応機器類調達への支援 

・新 4K8K 衛星放送再放送対応マニュアル（実務編）の策定と事業者への

展開 

 ・総務省主催「4K8K推進連絡協議会」対応 

・総務省の IP放送技術規格化に連携し、ケーブル業界の IP放送化の推進 

 ・区域外再放送の激変緩和策延長地域への支援と情報共有 

・JASMAT との契約更新進捗フォロー 

・第 2ネットワーク ID協議未完了地区への支援 

 

 

 

                                              以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

ケーブルＩＤ推進委員

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

ケーブル ID により業界が情報連携しまとまることで、個人単位サービスなど

多様化するお客様ニーズに対応した新たなサービスを実現する。また、ケー

ブル ID により業界内情報連携を進め、業界ビックデータの構築に向けて取り

組む。 

   

２．平成 29年度の活動概要 

■ 平成29年4月 業界 ID連携基盤「ケーブル IDプラットフォーム」

完成、7月ケーブル ID プラットフォーム上の最初のサービスとし

て MVNO の音声定額サービスが開始。その後、転居支援サー

ビス、auSIM、ケーブルクラウドファンディング、機器修理保証サ

ービスなどの新しいサービス導入を進めた。その結果、平成 30

年 3月時点で ID発行数が 100万を超えた。 

■ ケーブル IDを連盟情報サイトのログイン IDとして活用し、セキュ

リティの高い業界情報連携プラットフォームを構築。平成 30年 4

月より開始できるよう手当。また、ケーブル ID が連盟運営に必

須となる連盟情報サイトの認証基盤となることから、ケーブル ID

プラットフォームを連盟会費内で運用する方針を整理。 

■ 業界ビッグデータの構築に向けて、STB の視聴ログ収集を可能

とする業界 ACSの導入方針を整理 

■ 平成 30年 3月 ケーブル ID全国説明会実施 

■ 公的個人認証を活用した実証事業を推進した。 

 

３．平成 30年度活動方針 

■ 平成 30年 4月 業界情報連携プラットフォーム開始、ケーブル ID

プラットフォームの連盟会費内運用開始 

■ 平成 30年 11月 業界 ACS稼動開始 

■ ケーブル IDを活用した業界ビックデータ構築方針整理 

■ ケーブル IDを活用した地域コンテンツ業界流通プラットフォームの

構築 

■ ケーブル IDを活用した地域コンテンツ有料サービス導入推進 

■ 映像配信サービス等 ID連携による新規サービス導入推進 

■ マイナポータルへの接続など公的個人認証を活用したサービスの

商用化を見据えた推進 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 



  

 

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線利活用委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

無線・有線、放送・通信の技術面・サービス面の融合を踏まえ、業界の無線利

活用戦略を整理するとともに、その戦略推進に必要となる体制や施策につい

て整理する。 

   

２．平成 29年度の活動概要 

■ 業界無線戦略の整理 

 平成 29年 7月 無線利活用戦略の説明会開催 

 12月 5Gを中心とした無線勉強会開催 

 平成 30 年 2 月 従来の 4 本柱（地域 BWA、MVNO、Ｗｉ-Fi、IOT）

に 5Gを含めた無線戦略を整理 

■ 業界の無線推進体制の整備 

 平成 29年 5月 業界無線推進会社を設置（株式会社 BWAジャパ

ン） 

 9月 業界無線推進会社に MVNOプラットフォームを移管完了 

 11月 各社が業界無線推進会社への出資完了 

 平成 30 年 2 月業界無線推進会社において、地域 BWA、MVNO、

Ｗｉ-Fi、IOT、5Gをまとめて推進する体制へ 

■ 施策推進 

 地域 BWA 

導入マニュアル策定等普及活動により、地域 BWA に取り組む事業

者は検討中含め、平成 28 年 12 月末時点 45 社に対して、平成 29

年 12月末時点 152社に増加 

 MVNO 

平成 30 年 2 月末時点で 116 社が業界 MVNO プラットフォーム上で

事業展開。ケーブル IＤプラットフォームをベースとした交渉により、

平成 29年 7月より音声定額サービス、9月より auSIMサービスを実

現、9月より業界無線推進会社運営による推進体制へ 

 Ｗｉ-Fi 

導入マニュアル、Ｗｉ-Fi モジュール仕様を整理。ケーブル ID プラット

フォームを活用し、アプリ含めた効率的な業界内情報連携が実現で

きるよう取り組んだ。 

 IOT 

５G を見据えた IOT 活用に向けて関連する事業者、ベンダーからの

情報を整理。 

 5G 

地域事業者向け 5G 帯域の割当について総務省会合等において要

請。 

 業界コア構築 



  

2015年 2月の無線利活用戦略からの整理に従い、2017年 11月主

要ベンダーに提案依頼を発出。5G、地域 BWA、MVNO 含めた無線

の業界コアの早期構築に向け整理。 

 

３．平成 30年度活動方針 

■ 平成 30 年 2 月承認の無線利活用戦略に基づき、地域 BWA、MVNO、

Ｗｉ-Fi、IOT、5Gを推進 

■ 上記推進に必要となる業界コアの構築 

■ 業界無線推進会社において、地域 BWA、MVNO、Ｗｉ-Fi、IOT、5G をま

とめて推進する体制の強化 

 

                                              以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＳ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

 

①B-CAS カードの利用料･管理料の低減、効率的・安定的運用に向けての課題

検討および B-CAS社との協議 

②B-CASカードの効率的・安定的運用のため諸課題の検討、解決策の推進   

③新 CAS(ACAS)利用に関する事項の検討 

   

２．平成 29年度の活動概要 

 

① B-CAS カード利用料・管理料の見直し依頼についての方針検討を行い、

B-CAS社と協議を実施 

② B-CAS カード運用状況とカード年間配布・返却枚数に関して情報交換 

③ 新 CAS導入動向、連盟 ACASスキーム運用状況について情報共有 

④ 次世代 CAS 運用タスクチームにて、ACAS 導入の技術的検討並びに EMM

課金フローの検討  

⑤ 偽造・改ざんB-CASカードに関し、対策状況についてB-CAS社と情報交換 

 

３．平成 30年度活動方針 

 

① ACAS モジュール普及による B-CAS カード運用の将来課題を議論し、今後

の取組みの検討 

② B-CAS カード利用料・管理料の取組方針検討および B-CAS 社との情報交

換・協議 

③ ACAS 利用に向け技術的課題を検討するとともに、諸制度および運用体制

の整備 

④ 偽造・改ざん B-CAS カードについて B-CAS 社対策に協力して、業界として

必要な対策の実施  

 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブル 

コンベンション 

検討委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動目的 

①ケーブルコンベンション 2018（7 月開催）に向けた企画および運営の検討、開

催並びに総括。 

②ケーブルコンベンション 2019／2020の実施検討 

 

２．平成 29年度の活動概要 

①ケーブルコンベンション 2017は東京国際フォーラムにおいて 7月 20日、21

日の日程で開催。 

②「式典等」「セミナー」「機器展示」「情報交換会」を同一会期、同一会場にて

開催し、全ての行事をホール棟で開催し、「Innovating your Life～もっと生

活が変わる、もっと地域が変わる～」をコンセプトとして企画、開催した。 

③新企画として若手登壇企画「未来への主張 2017」を開催し、正会員オペレ

ータから 100名超の応募があり、選出された 6名がプレゼンテーションを実

施し情報交換会にて表彰式を行った。実施後のアンケート評価も高く、

2018年の継続開催に向けて検討を進める。 

④ミライWGを設置して若手目線による「経営管理」、「営業」、「制作」、「技術」

に関する 4セミナーを企画立案から実施した。 

⑤ケーブル・アワード WG を設置して、ケーブル・アワード 2017 の企画立案を

行い、「チラシ部門」、「CM部門」、「NET部門」、「グッドプラクティス部門」の

作品募集と表彰を実施した。 

⑥ケーブルコンベンション 2018 では 7 月 19 日、20 日の日程で東京国際フォ

ーラムにて開催することとしており、基本コンセプトの策定や委託事業者の

選定を経て、企画および運営の準備を進めている。 

⑦2018 年も本委員会の下部組織として「ミライ WG」を設置してセミナーの企

画を取り進めると共に、ケーブル・アワード WG を設置して「ケーブル・アワ

ード 2018」の企画を進めている。 

 

３．平成 30年度活動方針 

①ケーブルコンベンション 2018 の具体的な企画内容を確定し、安全・安心か

つ効率的な運営と合わせイベントの成功を目指す。 

②ケーブルコンベンション 2018 の総括を行い、ケーブルコンベンション

2019/2020開催に向けた企画および運営の検討を実施する。 

 

 以上 

 

 

 

 

                                             

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部事務局長 

会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 活動目的 

支部事務局長会議は、支部長会議を補完するとともに、以下の２点を設置目

的とする。 

① 事務局長同士の情報交換を促進することによる支部間の事務・企画力の

底上げ 

② 本部と支部の連帯感を醸成し、業界としての一体的な活動を促進 

 

２． 平成 29年度の活動概要 

年度内１回開催し以下の点について検討 

① 役員改選後の新体制の各支部における運営状況の報告と意見交換 

② 災害対応に関する本部/支部の連絡体制について意見交換 

③ 連盟本部からの情報に関する支部内での展開について意見交換 

 

３． 平成 30年度活動方針 

 

①本部と支部の事務局間での意見交換 

③災害対応に関する本部/支部の連携 

②非会員（支部のみ会員含む）の連盟本部加盟の推進 

 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

委員会・部会 活 動 計 画 概 要 

 

 

 

 

 

 

ケーブルテレビ 

無線利活用 

促進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 活動目的 

 

既存のケーブルテレビ・ネットワークに無線技術を活用することにより、デジ

タルデバイドの解消や地域公共サービスの利便性の向上を図り、ユビキタ

スネットワーク社会への実現に貢献する。 

 

２. 平成 29年度活動概要 

 

 IoT 関連技術について、YRP 研究開発推進協会や中央コリドーなどの関連団

体や連盟の無線利活用委員会などとも連携しながら、ケーブルテレビでの活

用に向けたサービスについて検討した。 

 通信事業者による 5G の取り組みなどについて情報交換を行うと共に、ケーブ

ルテレビでの利活用に向けた連盟の無線戦略について情報を共有した。 

 地域 BWA の推進ついては、連盟の無線利活用委員会や地域 WiMAX 推進協

議会での活動を主として進める一方、総務省の意見募集に対しては当協議会

として意見表明を行った。 

 

３. 平成 30年度活動方針 

 

引き続き、無線技術の利活用（BWA、LPWA などの無線を活用した事例な

ど）を中心に検討を行い、幅広い業界内外からの参加を得て情報共有およ

び事業化の可能性について検討していく。 

 

 

                                              以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙２】 平成３０年度に参加する委員会、関係団体等一覧

名　称 設置年月 目　　的 事務局等 備考

1
（一社）放送サービス高度化推進協会
（A-PAB）

H28.4
旧DpaとNexTV-Fが合併、それぞれの事業を継承しつつBSによる４K試験放送の運営・周知
広報を行う。

放送事業者、受信機メーカー、キャリア他で
構成

H.28.4合併

2
（一社）
日本経済団体連合会 S21.8月

産業政策本部（行政改革推進委員会、産業競争力強化委員会、地域経済活性化委員会）
産業技術本部（情報通信委員会、知的財産委員会）
政治・社会本部/経済基盤本部（消費者政策委員会）　の下記委員会に登録

日本経済団体連合会
総務本部

3 知的財産委員会
イノベーションに資する知財政策の推進、改正特許法・不正、競争防止法のフォロー、知財紛
争処理システムの運用改善と適切な見直し、国際標準化活動の強化

日本経済団体連合会
産業技術本部

本委員会

4

産業競争力強化委員会
　　エンターテイメントコンテンツ産業部会

産業競争力の強化、新産業の育成、エンターテインメント・コンテンツ産業の競争力強化
コンテンツ産業の促進（国内外）の為の方策を国の施策等に反映（知的財産推進計画等）

日本経済団体連合会
産業政策本部　星野、奥村
TEL：03-6741-0573,0729　　FAX：03-6741-
0341
　

本委員会

5 行政改革推進委員会 規制改革の推進、行政の電子化と業務改革の推進
日本経済団体連合会
産業政策本部

本委員会

6 地域経済活性化委員会
地方経済の発展、地方版総合戦略を踏まえた施策への強力、国・地方の行政システム改革
の推進

日本経済団体連合会
産業政策本部

本委員会

7 消費者政策委員会 消費者と事業者との良好な関係構築、健全な企業活動と消費者保護との両立
日本経済団体連合会
政治・社会本部/経済基盤本部

本委員会

8 電波協力会 S25 電波政策の理解促進のための啓発活動、「電波の日」事業主宰。

(一財）情報通信振興会
　　普及振興事業
総務省総合通信基盤局
　　電波政策課

9
（一財）電波技術協会
（ＲＥＥＡ）

S27.3 電波の円滑な利用と電波技術の発展に寄与する。 電波に関る約100団体

10
（一社）衛星放送協会
(JSBA)

H10.6 前身はCS放送協議会。衛星放送事業の確立と普及。

東京都港区赤坂2-8-2 ATビル4階
Tel：03-6441-0550/Fax：03-6441-0600
西山事務局長

多チャンネル研究所（所長：音
教授）CAB-J［衛星テレビ広告
機構］（会長：滝山ｿﾆｰﾋﾟｸﾁｬｰ
ｽﾞ社長）

11
クールジャパン官民連携
プラットフォーム

H27.12
クールジャパン戦略を深化させ、クールジャパン関連分野における官民や異業種間の連携強
化

内閣官房
知的財産戦略推進事務局

構成員

12 テレビ受信向上委員会 S46 テレビの良好な受信を確保する為、テレビ受信技術の向上を図る

ＮＨＫ、ＪＥＩＴＡ、全国電商連、電波技術協
会、CATV技術協会、電気工事業工業組合
連合会、JCTA

委員
事務局

13
放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会
　　　「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討WG」

H28 放送コンテンツの製作・流通の促進方策に係る取組み等の状況把握と検討
総務省情報流通行政局
情報通信作品振興課

構成員

14 放送を巡る諸課題に関する検討会 H27
近年の技術発展、ブロードバンド普及など視聴環境の変化を踏まえ、放送に間する課題につ
いて検討

総務省情報流通行政局
放送政策課

オブザーバー参加

15

放送を巡る諸課題に関する検討会
　【放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検
討分科会】

H30.1月

規制改革推進会議の第二次提言を踏まえた「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月8
日閣議決定）においては、Society 5.0のインフラ整備として、電波制度改革の観点から、放送
事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等について検討
を行うこととされている。
上記を踏まえ、本分科会は、「放送を巡る諸課題に関する検討会」の下に設置される会合とし
て、所要の検討を行うことを目的とする。

総務省　情報流通行政局　放送政策課 国
際係
及び放送技術課、情報通信作品振興課

オブザーバー参加

16
（一社）日本CATV技術協会
（JCTEA)

S50.7月
CATV技術に関する技術の向上とその普及、並びにテレビ電波の良好な受信環境の実現を
通じて、高度情報化社会の円滑かつ健全な発展に貢献する事を目的としている。

東京都新宿区新宿6-28-8　ラ・ベルティ新宿
6F
03-5273-4671

会員

17
(一社）日本CATV技術協会
規格・標準化委員会

H8.7 CATV技術の標準化等
(一社)日本CATV技術協会

18 ＹＲＰ研究開発推進協会 H.9.10

横須賀リサーチパーク（略称：YRP）は、電波・情報通信技術を中心としたICT技術の研究開発
拠点として開設。各種の研究実験施設やテスト環境（テストベッド）等が共同で利用できるよう
整備され、産学官交流・国際連携の推進を目的とした様々なイベントや、人材の育成を目的
とした多種の研修が随時開催。

横須賀市光の丘3-4 YRPセンター1番館
tel 046-847-5035  fax 046-847-5010 正会員

19 エリア放送開発委員会 H22.10
ホワイトスペースを活用したワンセグ型に代表されるエリア放送について、システムイメージ
の具体化、標準規格化の推進や利用ルール策定、普及啓発、関係機関との連絡調整、情報
の収集等を行う。

ＹＲＰ研究開発推進協会

20 Lアラート運営諮問委員会 H22.8
地域の安心・安全に関わる公共情報を、ＩＣＴの活用により住民に迅速・確実に伝達することを
目的に設立された「Lアラートセンター」のサービス提供条件、予算の配分、サービス利用者
からの要望等に関する諮問事項を審議・答申する。

(一財)マルチメディア振興センターＬアラート
センター

委員

21
（一社）放送コンテンツ海外展開促進機構
（BEAJ）

H25.8
我が国の放送コンテンツの市場拡大、放送文化の発展や我が国に対する理解･関心の向上
を図り、もって我が国と外国との経済交流の発展や官民一体となってクール･ジャパン戦略や
ビジット･ジャパン戦略をはじめとする国家戦略に基づく成長の促進に寄与する。

〒104-8610
東京都千代田区神田錦町1-17-5神田PR-
EX 2F
TEL：03-5577-6511、FAX：03-5577-6526

 賛助会員

22 「地方の時代」映像祭 S55
地域貢献、活性化につながる活動、映像祭に対して賛同し、ケーブルの地域コンテンツの発
現、認知向上に寄与する。

事務局実行委員会
〒530-0054
大阪市北区南森町１丁目4-19 サウスホレス
トビル10Ｆ
TEL 06-6363-3874　FAX06-6363-3425

主催
(実行委員会）

23 (一社)放送人の会 H9
放送に関わる人々が、組織・地域・世代・国籍の違いをこえて交流し啓発しあうとともに、市民
との積極的な意見交換を図ることによって、放送人の育成、放送文化の継承と発展充実に寄
与する。

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-1　千代田放送
会館3Ｆ
 電話&FAX： 03-3221-0019

会員

24 eiga worldcup
（ NPO法人映画甲子園）

H26
高校生の制作する映画作品のコンクールを運営に協力することで、全国各地の高校の映画
製作を応援するとともにケーブルテレビへの認知向上と親近感を醸成することに寄与する。

NPO法人映画甲子園
理事　西村昌巳

協賛

25 （一社）新CAS協議会 H.27.10月
新しい時代に即した放送コンテンツ保護管理(新ＣＡＳ)の在り方を検討し、その技術開発およ
び運用方法の策定、セキュリティ要件の管理運営などをおこない、もって新時代の放送の発
展に寄与する。

東京都千代田区永田町2-14-2 山王グラン
ドビル5階

構成員

26
中央非常通信協議会

H1.3 災害時における非常通信の円滑な運用。

総務省
総合通信基盤局　電波部
重要無線室防災通信係
桃井氏（03-5253-5888）

各省庁の防災担当、NHK、日
本赤十字社、通信4団体含め
大手通信事業者が参加。

27
（一財）マルチメディア振興センター
(ＦＭＭＣ)

H8.4
情報通信ネットワーク及びその利用に関する調査研究、技術開発、実用実験、情報の収集、
提供及び普及啓発等の活動並びに各事業の進展、国際活動に関する調査研究、情報の提
供、海外への情報発信等を行う。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目22番1
号 虎ノ門桜ビル2階
TEL 03-5403-1090

賛助会員

28 情報通信における安心安全推進協議会 H19.12
標語の作成他
ｅ-ネットキャラバンの運営検討

（一財）マルチメディア振興センター内　情報通信
における安心安全推進協議会事務局
総務省総合通信基盤局消費者行政第1課03－
5253-5488

構成員：通信４団体、通信事
業者、ISP事業者、他
後援：総務省、文部科学省



名　称 設置年月 目　　的 事務局等 備考

29

(一財)全国地域情報化推進協会(APPLIC)
　　　技術専門委員会
　　　アプリケーション委員会
　　　普及促進委員会
　　　ICT地域イノベーション委員会

H18 .5

H17.11
H17.10
H17.12
H18. 9

各自治体が進めてきた地域の情報化をネットワーク・アプリケーション・技術の観点から共通
化を図る。
技術標準化WG、業務標準化WG、防災WG、医療・教育WG、セミナー開催、人材育成、ブロー
ドバンド整備状況の情報共有、環境整備推進。

APPLIC
03-5251-0311

非常勤理事

30
情報通信月間推進協議会
　　　　　企画実行委員会　運営連絡会

H7.2
情報通信月間における行事の企画実施

総務省
（一財）全国地域情報化推進協会（ＡＰＰＬＩ
Ｃ）

賛助会員

31
（一財）放送セキュリティセンター
(SARC)
　　　　管理運営委員会

Ｈ2.10
放送事業者等の個人情報の適正な取扱いの確保に必要な業務を行い、もって高度情報通信
社会の健全な普及発展に寄与する。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-9-2　エスパリエ
平河町ビル２Ｆ
TEL：03-5213-4711（代表）

認定個人情報保護団体
「個人情報保護センター」ケー
ブルテレビ部長に堀内部長
（非常勤）

32
中央コリドー高速通信実験
プロジェクト推進協議会

H9.3
東京・山梨・長野の３地域に高速通信実験ネットワークを構築し、防災行政無線やＣＡＴＶ等を
接続してのシームレス通信などの実験を行う。

CCC21
推進事務局

会費免除会員

33 IPv6普及･高度化推進協議会 H12.10 IPv6による次世代インターネットの普及促進を図り、e-Japan構想を推進する IPv6普及・高度化推進協議会 事務局

34 インターネットの安定的な運用に関する協議会 H18.6
スパムメールやバーアタック等の攻撃からサービスを守る仕組み並びに運用ガイドラインの
検討。
インターネットプロバイダー協会(JAIPA)

総務省
総合通信基盤局消費者行政課情報ｾｷｭﾘﾃｨ
対策室

構成員

35
（独法）情報通信研究機構
（NICT）

H13.4
情報通信分野において研究開発、外部との協力・支援を通じて技術を高めるとともに国の情
報通信に寄与する。

36
（一社）情報通信ネットワーク産業協会
（CIAJ）

H23.4 異業種コラボレーションで情報通信ネットワークに関る産業の健全な発展を図る。

37 電気通信サービス向上推進協議会 H15.11
電気通信サービスの広告表示に関する自主基準の策定・運用等をはじめ、利用者サービス
の向上のための施策を推進

・電気通信4団体で構成
【事務局】(一社)テレコムサービス協会
(一社)電気通信事業者協会、(一社)日本イ
ンターネットプロバイダー協会、（一社）日本
ケーブルテレビ連盟

構成員：通信４団体、他
オブザーバ：総務省消費者行政
課
電気通信サービス向上推進協議
会HP
http://www.tspc.jp/about-
conference.html

38
電気通信サービス向上推進連絡会
　広告表示アドバイザリー委員会
　　 ①広告表示検討部会

H.19
電気通信サービスの広告表示に関する自主基準の策定・運用等をはじめ、利用者サービス
の向上のための施策を推進

(一社)テレコムサービス協会

39

電気通信サービス向上推進連絡会
　　 ①広告表示自主基準WG
　　 ②広告用語等検討Ｇ
　　 ③識別音検討WG
　　 ④販売適正化WG
　　 ⑤苦情・相談検討WG
　　 ⑥責任分担検討WG
　　 ⑦事故対応WG

電気通信サービスの広告表示に関する自主基準の策定・運用等をはじめ、利用者サービス
の向上のための施策を推進

(一社)テレコムサービス協会

40
(一社）テレコムサービス協会

H6

情報通信ネットワーク社会構築のための重要な担い手として、多様な情報通信サービスの創
出、健全な競争市場の発展、安全・安心なネットワーク社会の実現を活動目標とし、これらの
活動により事業者のビジネスに貢献するとともにそう飛車の利益と地域社会の発展及び公共
の福祉に資することを目的とする。

(一社)テレコムサービス協会
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町
3-10-2 (フローラビル8F)
 TEL：03-5644-7500

賛助会員

41
(一社）テレコムサービス協会
MVNO委員会

H.25.10
＜MVNO委員会＞ＭＶＮＯ事業に関する情報交換、課題の抽出、解決策の検討、調査、研
究。

（一社）テレコムサービス協会
菅野智司
０３－５６４４－７５００

　

42

プロバイダ責任制限法
ガイドライン等検討協議会
　　名誉棄損・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝWG（堀内）
　　著作権関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝWG（吉田）
　　商標権関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝWG（吉田）
　　発信者情報開示関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝWG（堀内）

H14.2
電気通信事業者等が、情報の流通による権利侵害に適切かつ迅速に対処することができる
よう、プロバイダ責任制限法ガイドラインの検討等を行う

（一社）テレコムサービス協会
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協
議会
TEL：03-5644-7500
菅野智司

構成員：通信４団体、ISP、著
作権関連団体
オブザーバ：学識経験者、法
律実務家、海外の著作権関
係団体等

43 違法情報等対応連絡会 H18.10
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン、契約約款モデル条項の作成と
普及促進

(一社)テレコムサービス協会
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町
3-10-2 (フローラビル8F)
 TEL：03-5644-7500

構成員／通信４団体
オブザーバ／総務省消費者
行政課

44 迷惑メール対策推進協議会 H20.11
電子メールの利用環境の一層の改善に向け、効果的な迷惑メール対策の推進に資する。
総務省より委託を受けて『特定電子メール法』に基づく登録送信適正化機関として、特定電子
メール法に違反する迷惑メールに関するご相談や情報を受付。

(一財)日本データ通信協会迷惑メール相談
センター
〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣
鴨室町ビル7F
TEL:03-5907-5371

電気通信事業者、送信事業者、
広告事業者、配信ＡＳＰ事業者、
セキュリティベンダー、各関係団
体、消費者団体、学識経験者、関
係省庁

45 安心ネットづくり促進協議会 H20.11
インターネットの利用環境における総合的なリテラシー向上の推進、産学の民間主導による
良好なインターネット利用環境の構築を図る

 東京都中央区京橋三丁目14番6号　斎藤ビ
ル2階
TEL: 03-3562-8850

構成員：産業界、各種団体、
PTA、学校関係者等
支援：内閣府、総務省、警察庁、
等

46 IPv6普及･高度化推進協議会 H20.12 インターネットの違法情報の警察への通報、プロバイダー等への削除依頼に関する運用
(一財)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ協会
〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-1　長
谷川ビル3階

有識者5名

47 児童の性的搾取等撲滅対策推進協議会 H28.11

第三次児童ポルノ排除総合対策に基づき、官民一体となって児童の性的搾取等の撲滅に向
けた総合的な活動を推進する。
*児童ポルノ排除対策推進協議会が発展的解消して内閣府から警察庁へ主管が移行したも
の

警察庁
警察庁はじめ９府省庁、
（公財）日本ユニセフ協会等、
34民間団体等

48 （一財）日本ＩＴＵ協会 S46. 9 ITU等の国際機関の各種活動への協力等
日本ITU協会
03-5357-7610

賛助会員

49
(一社) IPTVフォーラム

H20.4 IPTVの技術仕様の標準化と普及、高度化の推進
IPTVフォーラム事務局
03-5544-8360

社員B

50
(一社）インターネットコンテンツセーフティ協会 (ICSA)
　　　　　運営委員会

H21.3
児童ポルノの流通防止対策として、ブロッキングを実施するためのアドレスリストの作成・管
理を行う

（一社）インターネットコンテンツセーフティ協
会事務局
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-31-3 業務部(山本）ビ
ル 3F

ヤフー（株）中心に運営。
（事務局はヤフー）
通信4団体含め大手通信事業
者が参加。

51 インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会 H14.4
利用者に安心してインターネットサービスを利用頂くために安全・安心マーク制度を設けユー
ザ対策やセキュリティ対策が一定基準以上であるという目安を提供する。

（一社）日本インターネットプロバイダー協会
事務局内
〒150-0031　東京都渋谷区桜丘3-24　カ
コー桜丘ビル6階
TEL 03-5456-2380

構成員：通信４団体

52
地域BWA推進協議会
（H29.11　地域WIMAX推進協議会から名称変更）

H20.8 地域BWA事業の普及促進のため、技術面、運用面の課題解決
（一社）電波産業会内
地域WiMAX推進協議会事務局
03-5510-8595

幹事

53
スマートフォンの利用者情報等に関する連絡協議会
(SPSC)

H24.10
スマートフォンのプライバシーに関する業界ガイドラインの策定を促進し、利用者情報等の適
正な取扱いを通じて安心安全なスマートフォンの利用環境を整備する。

(一社)日本スマートフォンセキュリティ協会
(一社)モバイル・コンテンツ・フォーラム
(一社)電気通信事業者協会

業界団体が主たるメンバー
オブザーバとして携帯電話会
社や広告代理店等、経済産
業省、消費者庁、総務省



名　称 設置年月 目　　的 事務局等 備考

54 （一社）セーファーインターネット協会 H26.5
インターネットの悪用を抑え自由なインターネット環境を護るために、統計を用いた科学的ア
プローチ、数値化した効果検証スキームを通して、悪用に対する実務的な対策を立案し実行
する。

ヤフー（株）3社正会員 アドバイザリーボードメンバー

55 なりすましＥＣサイト対策協議会 H26.6
「なりすましＥＣサイト」による被害発生に対して捜査機関（政府）による対策に加えて事業者
や消費者保護団体による民間の主体的な取組みを進めるため、官民関係事業者が情報共
有を図り、より有効な対策等について協議する

（一社）セーファーインターネット協会
通信４団体
ECサイト団体
全国銀行協会
内閣官房

56

重要インフラ　セプターカウンシル
　　　総会
　　　幹事会
　　　情報収集WG
　　　分野横断的演習

Ｈ21.2

近年のサイバー攻撃等へ対処し、情報セキュリティの強化を図るため、国民生活や社会活動
に不可欠なサービスを提供している重要インフラとして13分野18事業（セプターと呼ぶ）が、内
閣官房情報セキュリティセンター(NISC)から指定されている。各セプター、NISCの連携強化、
分野横断的な情報の共有、サービスの維持・復旧能力の向上を図るため、政府機関から独
立した会議体として設立。

*2018年度当番
(一社)日本ケーブルテレビ連盟

構成員：13分野18事業体事務
局、NISC（内閣官房内閣サイ
バーセキュリティセンター）、所轄
省庁、セキュリティ関係機関等
*NISCはセプターカウンシルの自
主的な運営および活動に対する
支援を実施。

57
情報セキュリティ政策会議
重要インフラ専門調査会

Ｈ27.3
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報セキュリティ政策会議における情報セキュ
リティ問題全体を俯瞰した我が国としての中長期的な基本戦略に関する当面の審議の充実
に資するため、特定の事項の調査検討を行う専門委員会として設置されるもの。

内閣官房
内閣ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ（NISC)

セキュリティ関連有識者、
セプターカウンシル事務局、
等

58 無線LANビジネス推進連絡会 H26.7

無線LANのメリット・デメリットの認知活動
公衆エリア・家庭・オフィスにおける無線LANの普及促進
各プレイヤーが直面する横断的な課題の解決
災害時対応等、連携・協調が可能で有用な取り組み

無線LANビジネス推進連絡会事務局
03-5809-2848

特別会員

59 (一社)電子情報技術産業協会　(JEITA） S49.8
電子機器、電子部品の健全な生産、貿易及び消費の増進を図る。電子情報技術産業の総合
的な発展に資する。

メーカーが主な会員

60 （一社）ケーブルテレビ情報センター（CRI）
S52.6月

講演会・セミナー活動。情報発信・データ提供。ｹｰﾌﾞﾙﾏﾝ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｲﾔｰ表彰。
東京都中央区築地2-14-1　新井ビル4F

61 情報・通信関係団体協議会 H17.4 情報通信関係団体と自民党との予算、税制、施策に関する収集懇談会

自由民主党
組織運動本部　団体総局
堤氏
千代田区永田町1-11-23

　

62 デジタル時代の著作権協議会 H15.10
著作権及び著作隣接権の保護と公正な利用を促進し、併せて研究成果の公開により著作権
思想の普及に寄与することを目的。経団連ポータルサイトと連携。

事務局：（公社）著作権情報センター
構成員

63
（公社）　著作権情報センター
（CRIC）

S34.9月 著作権制度の普及活動および著作権制度に関する調査研究等を通じて、著作権および著作
隣接権（以下「著作権等」）の適切な保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とし
て様々な活動を行っている（公社）。

東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタ
ワー32F
代表：03-5348-6030

賛助会員

64 全国公益法人協会 S42.3
財務・会計・税務・運営における実務上の問題および主務官庁の行政指導に関わる問題に
対する実務指導機関

 東京都中央区日本橋３丁目２番14号　日本
橋Ｋ・Ｎビル５階

65 （一財）ＮＨＫ放送研修センター S60.8 放送事業とこれに関連する事業に係わる人材の育成、技能の向上を図る。

研修事業部　宮村氏
03-5494-3580
総務部　青柳氏
03-5494-3711

66 男女共同参画推進連携会議 H20.8 男女共同参画社会形成の促進。ＮＨＫ等と共に放送事業者として参加

内閣府
男女共同参画局　総務課 企画係
100-8914千代田区永田町1-6-1ＴＥＬ:03-
5253-2111(内線37522)F A X :03-3581-9566

67 スマートコミュニティアライアンス(JSCA) Ｈ22.4
経済界全体としてのスマートコミュニティに関わる活動を企画･推進するとともに、情報共有な
どを通じ、官民一体となってこれを推進する基盤として活動

(独法)新エネルギー・産業技術総合開発機
構(NEDO)
スマート・ジャパン

68 （一財）地域活性化センター Ｓ60.10
活力あふれる個性豊かな地域社会を実現するため、まちづくり、地域産業おこし等、地域社
会の活性化のための諸活動を支援し、地域振興の推進に寄与する。

賛助会員

69
（一財）日本データ通信協会
　電気通信個人情報保護推進センター
　業務企画委員会

Ｈ17.4

個人情報保護指針の策定
電気通信個人情報保護推進センターの運営の協議
お客様の苦情・相談等の処理、対象事業者に対する情報の提供、及び個人情報保護指針の
作成・公表

電気通信個人情報保護推進センター
担当部長　　杉　正治
　Tel: 03-5907-3808

構成員：通信４団体、通信事
業者、ISP等
オブザーバ：総務省消費者行
政課

70
(一社)デジタルサイネージ
コンソーシアム

H20.9
デジタルサイネージ産業が直面する課題の解決と新市場の創出や、生活シーンにおけるサ
イネージ経験価値の向上について検討する。

デジタルサイネージコンソーシアム事務局 会員

71 （公財）通信文化協会 M41.5
公益目的事業として郵政博物館の運営、前島密賞の贈呈、通信文化の普及・発展等に関す
る事業を行い、もって我が国の手紙等文字ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化と情報通信・放送文化の向上に
寄与する。

（公財）通信文化協会
文化事業担当部長
千葉　和則
Ｔｅｌ　03-5809-7148

会員

72 （一社）レジリエンスジャパン推進協議会 H26.7

国土強靭化担当大臣私的諮問機関「ナショナル・レジリエンス懇談会」の結果を踏まえ、 「国
土強靭化基本計画」が円滑に達成されるよう、産、学、官、民のオールジャパンでその叡智を
結集し 、非常時のみならず平時での戦略的活用の方策を創造することにより、公共投資、民
間投資が最大限に相乗効果を発揮し、 レジリエンス立国を構築していくことを目的として設立

国土強靭化担当大臣
Ｈ25年度はオブザーバー加
Ｈ26年度から委員

73 住宅用火災警報器設置対策会議 H23.
住宅用火災警報器の未設置世帯に対する働きかけの強化及び既設置世帯に対する維持管
理に関する広報の強化を図る目的として設置

総務省 消防庁
予防課
総務事務官　竹葉氏
〒100-8927東京都千代田区霞が関2-1-2
℡：03-5253-7523

H27年9月から委員。
日本消防検定協会、ガス警報
器工業会、全国消防長会、国
交省住宅局等、
消防関連団体が参加。

74 無電柱化技術検討会 H26.4
無電柱化の推進を図るにあたり、事業費の削減が求められている。新たなる整備手法として
「小型ボックス活用方式」「直接埋設方式」について、合理的な構造や適用範囲に関する検討
を行う事を目的として設置

国土交通省（国土技術政策総合研究所）
総務省・経済産業省・東京都・電気・通信事
業者・関係団体

無電柱化対策PTとして、日本
CATV技術協会とも業務連携
のうえ参画

75
無電柱化推進検討会議

　幹事会

H26.9

H27.5

安全で快適な通行空間の確保、都市災害の防止、都市景観の向上、施設の信頼性向上等
の観点から道路の無電柱化を図るとともに、社会のニーズに対応した道路空間の有効活用
を図り、今後の無電柱化促進方策検討のため設置

国土交通省
警察庁・総務省・経済産業省・電気・通信事
業者・関係団体

76
東京都　無電柱化低コスト技術検討会

作業部会

H29.1

H29.1

東京都が策定した「新しい東京～2020年までの実行プラン～」における3大施策のセーフシティへの取り
組みとして、無電柱化は最上位課題に位置付けられた。都道のみならず区市町村道への適用範囲拡
大に向けた技術革新・コスト削減が求められている。道路管理者・電線管理者等が一体となり、整備マ
ニュアルや制度等を検討する目的から検討会を設置。
課題とされた項目について技術的検証等を実施し、施工面・保守面を含めた総合的な検討を行う。検討
結果より整備マニュアルの修正案を策定する目的から作業部会も設置。

東京都建設局道路管理部
電気・通信事業者・関係団体

無電柱化対策PTとして、日本
CATV技術協会とも業務連携
のうえ参画

77 無電柱化低コスト手法技術検討委員会 H26.9

従来より無電柱化の整備は行われてきたが、今後更なる整備促進に向けて、より一層の低コ
スト化が求められている。新たな整備手法の導入にあたっての技術的検証を目的として、国
土交通省、総務省、経済産業省、電気・通信事業者、関係団体から推薦された有識者等から
構成される委員会を設置

国土交通省（国土技術政策総合研究所）
有識者・警察庁・総務省・経済産業省・電気・
通信事業者・関係団体

無電柱化対策PTとして、日本
CATV技術協会とも業務連携
のうえ参画

78
ICTサービス安心・安全研究会
及び
消費者保護ルールの見直しに関するWG

H26.2
世界最高水準のICT社会の実現のため、安心・安全な利用環境の観点から、消費者保護
ルールの充実等直面する課題への対応を中心に、中長期的な制度的対応も要すると見込ま
れる課題への対応について検討を行う。

総務省
消費者行政第１課
大磯課長補佐
03－5253-5480

構成員

79 成人番組倫理委員会 H8.9月

　ＣＳ放送やケーブルテレビ、ブロードバンド放送の中の成人番組について倫理基準を形成す
るとともにそれを維持・向上するために設立された任意団体。その目的を達成するために行
われている自主的な番組審査が厳正かつ適正に実施され、業界全体の秩序が確実・安全に
維持推進されるために諸活動を行っている。

〒105-0003
東京都港区西新橋1-8-11　西新橋ビル3階
TEL 03-6550-8701
FAX 03-6550-8702

協賛会員

80
（一社）日本ケーブルラボ
（Jlabs)

H21.10月
ケーブル・サービス及び機能の技術基盤の整備と創生を図り、ケーブル利用者の便益を増進
すると共に、地域の発展にも貢献すること。

東京都中央区日本橋茅場町3-4-2KDX茅場
町ビル3F
03-5614-6100

理事（非常勤）
委員



名　称 設置年月 目　　的 事務局等 備考

81
（公社）　情報通信学会
（JSICR)

S58.10月 情報及びコミュニケーションに関する総合的、学際的な研究、調査及びその研究者相互の協
力を促進し、もってコミュニケーションの発展に貢献することを目的とする。

東京都千代田区霞が関1－4－1 日土地ビ
ル11階
会長：早稲田大学国際学術院大学院アジア
太平洋研究科教授
早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所長
三友 仁志

賛助会員

82
全国消費生活相談員協会
（全相協）

　S62年

消費者の権利の確立及び自立支援を推進し、利益の擁護及び増進に努めるとともに、消費
生活に関する相談に係る情報や消費生活に関する情報を収集・提供し、さらに消費者被害の
発生及び拡大の防止、及び、被害救済のための活動を行い、もって消費生活の安定・向上に
寄与することを目的。2007年11月には、内閣総理大臣より「適格消費者団体」として認定

東京都中央区日本橋堀留町2-3-5 グランド
メゾン日本橋堀留101

賛助会員

83
（公社）　国際演劇協会

S23.

国際演劇協会（International Theatre Institute＝ITI）は、教育、科学、文化の発展と推進を目
的とする国際連合の専門機関「ユネスコ」の舞台芸術部門を担当する国際組織として計画さ
れ、1948年、ユネスコ総会において創設されました。

　東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-18-1 国立能楽
堂内
  国際演劇協会日本センター　　Tel：03-
3478-2189

賛助会員

84
（一社）公衆無線LAN認証管理機構
（Wi-Cert)

　H28.9月
訪日外国人等がより円滑に公衆無線LANサービスを利用できる環境の実現に向けて、事業
者の垣根を越えて円滑に連携できる仕組みを整備し、支援することにより、公衆無線LAN
サービスの利用者の利便性とサービスの利活用の発展に寄与することを目的としている。

事務局：東京都中央区銀座6丁目2番1号
Daiwa銀座ビル4F

賛助会員

85 日本ケーブルテレビ厚生年金基金 H4.4月

全国のケーブルテレビジョン放送における設備設置業、映像・通信・放送サービス業業界に
働く人の老後の生活保障の安定・充実と福祉の向上を目的として、厚生労働大臣の認可に
よって設立。　国の厚生年金保険の年金給付の一部（老齢厚生年金の報酬比例部分）を代
行するほか、独自の加算年金や一時金給付、福祉施設事業を行っている。

　東京都台東区浅草橋3-1-1
 TJビル 6階
　TEL 03-3863-1752

　

86
2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する懇談会

H26.11月
　総務省では、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」及び大会以降の我が国の
持続的な成長を見据えた社会全体のICT化の推進に向け、アクションプランを策定するため、
総務大臣が主宰する懇談会を開催。

総務省　情報通信国際戦略局情報通信政
策課

構成員

87
2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する懇談会
　幹事会

H26.12月

「２０２０年に向けた社会全体のＩＣＴ化推進に関する懇談会」の幹事会として、懇談会におけ
る検討内容について、適時関連する諸団体等の協力を
得て、より専門的な観点から検討を行うことを目的とする。

総務省　情報通信国際戦略局情報通信政
策課

構成員

88

個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進
の在り方に関する懇談会
「公的個人認証サービス等を活用したICT利活用WG」

　H27.10月
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談会　の下に
開催されるWGとして、個人番号カードおよび公的個人認証サービスを活用したICTの利活用
を推進に向けた検討を行う。

総務省　情報通信国際戦略局情報通信政
策課
情報流通行政局情報流通振興課、情報セ
キュリティ対策室、衛星・地域放送課

構成員

89

個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進
の在り方に関する懇談会
「制度検討SWG」

H29.4月
本サブワーキンググループ（SWG）は、「個人番号カード・公的個人認証サービス等を活用し
たICT利活用WG」の下に設置される会合として、WGにおける検討内容について、より具体的
な検討を行う。

総務省　情報通信国際戦略局情報通信政
策課
情報流通行政局情報流通振興課、情報セ
キュリティ対策室、衛星・地域放送課

構成員

90 放送コンテンツ適正取引推進協議会 H29.6月
業界団体及び関係企業の情報の共有を促進することにより、下請法等関係法令及び放送コ
ンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインの周知・啓発を図る。

（一社）民放連
（一社）全日本テレビ番組製作社連盟
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：総務省情報通信作品振興課

構成員

91 （公財）放送文化基金 S49年
　放送に関する調査･研究や事業に対する助成/優れた放送番組や放送文化･放送技術にお
ける業績の表彰「放送文化基金賞」/制作者フォーラムの開催など人材育成の支援を行う

 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町41-1
第一共同ビル5F
Tel: 03-3464-3131

評議員就任期間（H.27.6.25～
H31.6定時評議会まで）

92 地域IoT官民ネット H29.7月
IoT推進に意欲的な地方自治体、IoTビジネスの地域展開に熱心な民間企業、総務省等が本
ネットワークを通じて連携し、地域におけるIoT実装を強力に推進する

地域IoT官民ネット事務局
ホームページ：http://www.local-iot.jp/
E-mail：info@local-iot.jp

会員

93
（一社）放送・通信連携テレビ地域情報サービスプラット
フォーム普及推進機構

H29.9月

ケーブルテレビやスマートテレビを通じた公的個人認証サービスへのアクセス手段の充実を
図るとともに、公的個人認証基盤を活用しつつ地域の安心・安全を確保する情報提供サービ
スにおけるテレビの有効利用方策を検討・検証するほか、マイナンバーカードを活用した地域
密着型サービス・プラットフォームの先行的な立ち上げを通じて、『自治体・地域と連携して、
広く国民に安心・安全な生活環境を提供する地域情報伝達サービスなどを提供することので
きる仕組み』の実用化及び普及展開に資するシステムや運用環境を整備すること。

事務局:日本ケーブルラボ（徳竹）
TEL：03-6264-9560
FAX：03-6264-9561

会員

94 視聴覚障害者等向け放送に関する研究会 H29.9月
「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を見直す時期にあたり、本年9月より研究会を立
ち上げる。年内４回の会議を経て、年明けパブコメ、３月に新指針公表の段取り。JCTAは前
回（5年前）はオブザーブ参加であったが、今回は構成員として参加の要請。

総務省 情報流通行政局
衛星・地域放送課
地域放送推進室

　

95
(公社)日本広告審査機構(JARO)

H15. 3 広告の苦情を受け付け審査する機関 ＪＡＲＯ
関係団体協議会（民間自
主規制団体）メンバー

96 ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会 　
インターネット上での利用者のマナー及びモラル向上の為の普及啓発活動

（一財）マルチメディア振興センター　プロ
ジェクト企画部
川村部長、中川氏
TEL : 03-5403-1090

（一社）　安心ネットづくり促進協議会（ 安心
協 ）インターネットコンテンツ審査監視機構（
I-ROI ）セーファーインターネット協会（ SIA ）
テレコムサービス協会（テレサ協）電気通信
事業者協会（ TCA ）日本インターネットプロ
バイダー協会（ JAIPA ）モバイルコンテンツ
審査・運用監視機構（ EMA ）モバイル・コン
テンツ・フォーラム（ MCF ）インターネット協会
（ IAjapan ）【オブザーバ団体】情報通信にお
ける安心安全推進協議会

97 ケーブルクラウドファンディングコンソーシアム H29.10

全国のケーブルテレビ事業者が協力して導入・普及を進める「ケーブルID」を活用し、「安全・
簡単・分かりやすい」クラウドファンディングの普及に努め、ケーブルテレビ業界として地方創
生に寄与していくことを目的する。

日本デジタル配信(株)
（一社）日本ケーブルテレビ連盟
企画部

設立呼掛人：JCTA、CCJ,須
高ケーブル、JDS

98
４K・８K放送推進連絡協議会

H29.4

放送を巡る諸課題に関する検討会が策定した「４K・８Kに関する周知・広報戦略」に基づく周
知広報計画の取りまとめや技術的課題対策の実施に当たって、関係者の連携・協力により取
組みを推進する

総務省　情報流通行政局
衛星・地域放送課 構成員

99
4K・８K時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方
に関する研究会

H29.11 ケーブルテレビにおける４K・８K放送のIP化の技術基準等について検討

総務省 情報流通行政局
衛星・地域放送課
地域放送推進室

オブザーバー参加

100
４K８K放送技術団体連絡会

H30.1

2018年12月の新４K８K衛星放送を円滑に関し、またその後の普及を加速するため、技術的な
観点から各関係団体間の想定スケジュール等について共有し、技術的な調整を要する事項
を確認する

総務省　情報流通行政局
放送技術課 オブザーバー参加

101 ＩＣＴインフラ地域展開戦略検討会 H30.1

人口構造の変化やＩＣＴ利活用の高度化等を踏まえ、2020年の５Ｇの実用化も見据えて５Ｇや
光ファイバ等のＩＣＴインフラの地域における利活用方法を幅広く検討し、地域への普及展開
を促進するための新たな戦略を策定するため、本検討会を開催することとする

総務省　総合通信基盤局　電気通信事業部　事
業政策課 ブロードバンド整備推進室、
電波部　移動通信課 新世代移動通信システム推
進室 

オブザーバー

102 第5世代モバイル推進フォーラム H26.9

第５世代モバイル推進フォーラム（5GMF）は第５世代移動通信システムの早期実現を図るた
め、第５世代移動通信システムに関する研究開発及び標準化に係る調査研究、関係機関と
の連絡調整、情報の収集、普及啓発活動等を行い、もって電気通信利用の健全な発展に寄
与すること

〒100-0013東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル
（一社）電波産業会内
TEL：03-5510-8594/ FAX：03-3592-1103
 mail: contacts@5gmf.jp

H29より参加
一般会員

103 （一社）ICT-ISAC

H28.3
（前身の
Telecom-ISAC
H14.7）

情報セキュリティに関する調査・分析、セキュリティ人材の育成、セキュリティガイドライン等の
整備に関する活動。

〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-5-5　櫻ビ
ル8階


