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第7回チャンネル700番組審議委員会 議事録  

 
ジャパンケーブルキャスト株式会社 

プラットフォーム事業部 
  
1. 開催⽇時  平成28年2⽉4⽇(⽊) 14：00〜15：30  
 
2. 開催場所  本社 （東京都千代⽥区九段南1-6-17 千代⽥会館8F） B・C会議室  
 
3. 委員       総数 10名  
           出席委員数 7名（⽋席委員数 3名）  

  
 出席委員 （敬称略、⽒名50⾳順）  

株式会社ニューメディア ⽉刊ニューメディア代表発⾏⼈ 天野 昭 

株式会社電通  
パブリック・アカウント・センター営業部 部⻑ 
ラジオテレビ局 部⻑ メディアコンサルタント 

出⽥ 稔 

株式会社 IMAGICA TV  代表取締役社⻑ 伊藤 明 

株式会社ハートネットワーク  代表取締役 ⼤橋 弘明 

ソネットエンタテインメント株式会社 代表取締役社⻑ 中野 秀紀 

株式会社ビデオ・テック 代表取締役 平⽯ 能敬 

東京ケーブルネットワーク株式会社 取締役会⻑ 棟⽥ 和博 

  
 ジャパンケーブルキャスト  

代表取締役社⻑ ⼤熊 茂隆 

取締役 ⽥中 慶彦 

プラットフォーム事業部 部⻑ 徳永 慶⼀郎 

チャンネル700チーム 担当課⻑ 藤⽥ 真弥 

チャンネル700チーム 主任 吉⽔ 聖⼀ 

チャンネル700チーム 担当 枝川 遼 

チャンネル700チーム ⿑藤 ⼀正 

チャンネル700チーム ディレクター 保坂 淳 
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4. 内容    （１）挨拶  

（２）審議委員の紹介  
（３）スタッフ・JCC三⼈娘紹介 
（４）今年度、来年度の取り組みについて 
（５）配信・4K映像ダイジェスト上映 
（６）番組審議・意⾒交換    （次ページ以降参照） 
 

5. 番組審議等  
【番組審議】  

番組を審議し、特に問題はないとの承認を全委員より得た。取り上げた番組は以下の通り。  

 
 

 

No. 権利元名 番組名
1 テレビ⼩松 ⼩松 曳⼭⼦供歌舞伎2015 お旅まつり 奉納歌舞伎 衛星⽣中継
2 ⼋⼾テレビ放送 夏燃ゆる⽇本⼀の⼭⾞まつり ⼋⼾三社⼤祭2015
3 岩⼿ケーブルテレビジョン 盛岡さんさ踊り
4 秋⽥ケーブルテレビ 秋⽥竿燈まつり2015
5 ⼤分ケーブルテレコム 第31回府内戦紙
6 東広島ケーブルメディア 酒まつり2015
7 ハートネットワーク 新居浜太⿎祭り2015 ⼭根グラウンド統⼀寄せ
8 唐津ケーブルテレビジョン 唐津くんち
9 エヌ・シィ・ティ ⻑岡まつり⼤花⽕⼤会

10 アイ・キャン 第４８回錦川⽔の祭典 錦帯橋花⽕⼤会 ⽣中継
11 エルシーブイ 第67回諏訪湖祭湖上花⽕⼤会
12 iネット飯⼭ 北陸新幹線飯⼭駅開業記念⽣中継
13 アイ・キャン 航空基地祭/⽇⽶親善デー２０１５
14 TV5MONDE パリ祭 パレード ⽣中継
15 陸上⾃衛隊 平成27年度富⼠総合⽕⼒演習 ⽣中継
16 海上⾃衛隊 平成27年度⾃衛隊観艦式 ⽣中継
17 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 油井宇宙⾶⾏⼠打ち上げライブ中継
18 宇宙航空研究開発機構（JAXA） こうのとり打ち上げ中継
19 宇宙航空研究開発機構（JAXA） H-IIAロケット29号機打ち上げ⽣中継
20 CATV富⼠五湖 平成27年吉⽥の⽕祭り
21 岡⼭ネットワーク ⻄⼤寺会陽(さいだいじえよう)２０１５
22 ケーブルメディアワイワイ ⽇向ひょっとこ夏祭り
23 テレビやつしろ 2014⼋代妙⾒祭
24 iネット飯⼭ 第３２回 いいやま菜の花まつり
25 TOKAIケーブルネットワーク ⼤道芸ワールドカップin静岡
26 三沢市ケーブルテレビジョン 三沢基地航空祭２０１５
27 テレビ⼩松 2015 航空祭
28 おおむらケーブルテレビ ケーブルテレビ九州番組コンクール：⼤村中学校１年１組 通学合宿
29 唐津ケーブルテレビジョン ケーブルテレビ九州番組コンクール：唐津くんち総集編それぞれの思い
30 ビィーティーヴィーケーブルテレビ ケーブルテレビ九州番組コンクール：桟橋
31 ⻑崎ケーブルメディア ケーブルテレビ九州番組コンクール：海の砂漠〜磯焼けと⻑崎の海
32 iネット飯⼭ ⻑野・新潟・富⼭ 新春お国⾃慢サミット2016
33 エヌ・シィ・ティ 復興の⼤地へ ⻑岡市⺠ 歓喜の歌
34 能越ケーブルネット 第10回春の全国中学⽣ハンドボール選⼿権⼤会
35 新川インフォメーションセンター ⽔の恵み 輝くいのち〜⿂津の⽔循環
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【チャンネル700に関する提⾔・意⾒交換】  

事務局 今年はチャンネル700魅⼒度倍増の取組として、番組調達、⽣中継、⾃社制作

に⼒を⼊れた。また4K番組制作も開始した。 

 JC-HITS上でのチャンネル700HD配信も検討している。HD化により、ケーブ

ルテレビ局(以下、CATV局)の地上波コミュニティチャンネルへの転⽤放送が増

えると思われる。それにより接触率が上がり、広告のレスポンスも増え、チャ

ンネル魅⼒度のさらなる向上が⾒込める。このチャンネル700をCATV局の全国

発信や、番組供給事業者のプロモーションに活⽤いただきケーブル業界各社と

Win-Winの関係を構築したい。 

  

 

No. 権利元名 番組名
36 ケーブルテレビ富⼭ 雷⿃・フィッシュアンドチップスが⾏く！新春「富⼭コレくるツアー」
37 ⾼知ケーブルテレビ ＦＲＯＭ ＴＨＥ ＳＫＹ 2014総集編 No.1
38 東京ケーブルネットワーク ILC科学少年団
39 iネット飯⼭ i・iネット川柳投句しよう
40 エヌ・シィ・ティ テクノ探検隊
41 ⾼岡ケーブルネットワーク おしえて！獅⼦舞テレビ
42 輪之内町 がんばれ！かわばたくん
43 笠岡放送 森恵のsmall world
44 ジャパンケーブルキャスト 激闘！2015年オセロ王座戦！
45 ジャパンケーブルキャスト 第25回全国かぶと⾍相撲⼤会
46 ジャパンケーブルキャスト/稲盛財団 第30回京都賞#1 授賞式
47 ジャパンケーブルキャスト 知られざる深海の世界へ！〜完成25周年「しんかい6500」の挑戦〜
48 ジャパンケーブルキャスト ⼣やけ⼩やけコンサート〜みんなで歌おう お⼿てつないで〜
49 ジャパンケーブルキャスト ケーブルテレビ熱⾎教室〜中3数学〜
50 ジャパンケーブルキャスト 寄席の時間
51 ジャパンケーブルキャスト 情熱 ⽇本武道館
52 ジャパンケーブルキャスト 神保町古書店めぐり
53 ジャパンケーブルキャスト/CATV局 JCC三⼈娘が⾏く！
54 オルビメディア TV5MONDE
55 Arirang TV アリランTV エンタテイメント＆カルチャー アワー
56 ABC International オーストラリア・プラス
57 ソネットエンタテインメント 君には絶対恋してない！
58 IMAGICA TV わが⼼の演歌
59 Elephant production Go West
60 OSK⽇本歌劇団 レビューＯＳＫ
61 キッズステーション ハッピークラッピー
62 ⽇活 直ＣＵＥ！勝負 ⽬指せ！北海道完全征服!?
63 ＣＳ⽇本 妻にはショナイで！
64 アトス・インターナショナル MJTV ティータイム Collection
65 ヒューマックスコミュニケーション コミカル&セクシー プロレスリングWAVE
66 NPO法⼈映画甲⼦園 ⾼校⽣のための eiga worldcup2015 受賞作品⼀挙放送
67 JICA 横浜⾏動計画へのJICAの取り組み/⽥中雅美さんのタイ訪問



 4 

 

委員 JAXAのような、視聴者が⾒⼊ってしまうコンテンツは魅⼒的。武道館や⾃衛隊

の番組も扱っているが、⾃衛隊は熱⼼なファンが多い。そのようなコアなコン

テンツを取り上げてもらいたい。 

事務局 ⾃衛隊の番組は告知活動を⾏わなかったにも関わらず、⼀部CATV局では⾼視

聴率を取得した。 

  

委員 昨今のテレビ視聴スタイルが、BGV(バックグラウンドビデオ)的になってきて

いる中で、お祭り・花⽕といったコンテンツは合致していると考える。地域の

隅々を映像として残しているのがCATV局の強み。その映像と全国同じ編成を

している番組供給事業者の特徴を活かし連携できる企画があるとよい。 

  

委員 お祭り中継はキラーコンテンツとCATV局は考えているが、お祭り番組には2つ

の捉え⽅があると考える。1つは地域のイベントを⼀般視聴者に発信するとい

うもの。もう1つはイベントに参加した⼈が⾃分の映った番組を視聴するとい

うもの。⽣中継だと参加した⼈が視聴できないため、その再放送を⾏うことで

より地域連携できるのではと考える。 

  

委員 ジャパンケーブルキャストが制作した4K番組は、4Kならではの部分が不⾜して

いると感じた。より4K映像の強みを⽣かした構成にしてはどうか。地域⽂化の

アーカイブとして、⾏政と連携した試みも可能と考える。 

  

委員 近年視聴者の嗜好が多様化している中で、多くのチャンネルがその要望に応え

きれていないと感じる。ロケット、武道などファンも多い。チャンネル700で

そのようなニッチな題材を扱うことは、意義のあること。 

委員 アップルTVで⼀番アクセスのある動画は、渋⾕のスクランブル交差点⽣中継と

のデータも出ている。参考までに。 

委員 地上波の番組が⼀般化しており、マニアックな⼈向けのコンテンツは地上波で

は追い切れず、ネットに流れてしまっている。それらの⼈を放送に戻すにはよ

り深堀した番組が必要。 

  

委員 かつてCSで失敗したチャンネルが数多くあった。その原因の中には画質が悪い

など、技術的な問題で継続できなくなったものもある。技術が進歩し4Kも開始

した今、その失敗を研究しチャンネル700には冒険的な番組を制作してほしい。 

 

以上 


