
平成ゑ忽年  3月 5日

総務省情報流通行政局

放送政策課 御中

郷後筆書号 101-0062 

kうきょうとみなと〈みなみおおφ家 名~ラめ ほん 1=~

俊所 東京都港区南背山  1丁目 1番 H警
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氏名代表取締役社後藤野手明  

f携締端末向けマルチメディア放送の実現!こ向けた制度整備祭Jに対する意見

震と

開設富十酒の認定を-E和繍有者に対して行うことは、全く新たな放送サービスの観

点から、ユーザーの混乱を回避し、市犠の早期立ち上げに寄与すると考え賛隠

い?とし表す。

サービス提供者の立滋からは、一方式となることにより、続発負担の軽減が溺

れ、又、技術、表夜、コミュニケーシ設ンの貨を高めあう穏乗効薬も期待でき

るk講堂えます。 

14.5割Hz幅が一方式!こ審議りさ銭てられることにより、設備投資の効率化が図られ、

戦湾事務滋辺りのコストの低減につながるとともに、サービス (J)多様化が進むと

考えEます。

端米開発の観点からも、一方式は開発費の続減を図れることにつながり、価格

的、家た分かりやすさの点からもユーザーが端末を購入しやすい状況を作るこ

とになると考えますα

以上



意見書

平成� 22年� 3月� 5日

総務省情報流滋行政局

放送政策課御中

放送技術課御中

郵便守番号:ぬ1-0063

とう哲ょうとちょだくかんだあまラむちょう

住所東京総千代fElK衿fE淡路町2了窓� 

3護委員主� 

氏名:ハリスコミ品ニエケーションズ

林永湾最(1)ンヨウレイ)

『携帯織米向lナマルチメディア放送の実現に向けた制度準装備議jに繍し、� 531]紙のとお

り意見を提出します。

F'jv3!::，ト…セイ



泌総

; 該当官事所

「一一

ご3窓Jt

グローバル市場で寝苦及する方式を採期する事会t裟ましい選択と

若者えます。国内外の多様なメーカーから議麹な機器鵠i議会f可能と

なり、メーカ…間の後金な競争が促進されます。結果としては、視

耳患者の利益を裁大化、放滋念体の宮普及と発展への貢献、及び冒

としてのグローパル市壌での官普及への建立り組みを示すことと華客え

ます。� 

2 



3室見書

平成� 22年� 3月� 5日

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

放送技術課御中� 

郵便番号:22631-47合

品、ちがな)jちん えtまんど為 移んすえしるぷあさらぱらだていゆ

かちおでじゃねいる:1;-るむえいぶおむも

住所:AnEvandro Lins eSilva，840 sala 

1314 -Barra da Tijuca -Rio de ]aneiro 

【� R]，Brazil 

{ふりがなl'ちるへ"" ぶらんこ しいいいお“ "るていしrえ ていーミヂ日

主主名 〈主主� :Alber乙� Bla設co，CEO， 

Participe TV 

f機務総米i五]1すマノレチメディア長女迭の実現iこ向けた斜度撃機幾j

のとおち霊堂えを提出します。� 

1 法人又t主主号待;こらっては、その名称淡ぴi-i;還を殺の氏名を記載すること。 

手配絞殺すること。4紙にはページ署幹i善幸とするとと。官A;yJ14宮本ヨこ楽殺事各韓議誌の大きさは、2 F主主� 



宮東23官電所

()31j添 11)

開設指針案

覧IJ護老第二� 

1…2 

)31]表第二三 

1-2 

(受信設備の普

及に関する実務� 

L: 


ご窓見� l 
Partici抑� TVのむ訟として、携教滋諸事業者やコンテンツ提;

供会社、および多チャンネル放送著喜多民草?と共同で然料放送と

有料放送・げスをそれぞれ� ISDB-Tワンセグと� MediaFLOで

擬供するハイブリッド受給機なブラジノレ子行機に投入するべく

;浴室めしておりますG

開設計磁のき撃煮においては、低廉な受f認持品*0:>普及の観点か

ら、国内外関わずより多くの端末メーカ…の参入を可事告と-t� 

Qグローパルスタンダ二一ドの採用について長再縁することが貨を

もZ監察であると考え家十。またi湾事義;こ消費者への利便性を考

えた場合、事多重主体環善意でヰをに重視される策池消費の抑制iこ対

する考慮などは重要な指綴であると考え家すD 

2 




意見書

平成  22年 3月 513

総務省情報流滋行政潟

放送政策課御J:t

放送技術課録中

郵便番号:100-0006 

(ふりがな)とう会ょうど ちよだく

ゅうらくちょう トト1

ゅうらくちょう マん念ぴる みなみ

かん 7かい

住所:東京都千代滋長王寺写楽器7

有楽町怒気ピノレ衛総 71務

(ふりがな)ばんでつく・わいやれす・

じゃばん かぶしをFかいしゃ

きむよんいる

氏名(注1)パンデック・ワイヤレス・

ジャパン株式会社

金 栄 日  

f携帯端末!有 iすマルチメディア放送の実現に向けた制度整綴業JI::闘し、}JIJ紙のとお

り意見を提出します。

主主 1 法人又i主E主体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記竜えすること。

法 2 f君主民の大きさは‘ お本工芸誌総務 A列4惑とすること  o jJ日紙にはベ}ジ軍駐珍令官官綴すること。



)llj紙

該当-箇所 ご意見

(別添 11)

開放機針案

制緩第二 

1-2 

日iJ議長第三

{受信設備の古豪 

2えに関する事

宅議〉 

グローパル方式を採用し閣内外の多織なメーカーの参入後図るこ

とは、魅力約でかつ端末鑓絡の低い受信機家俊市場にもたらし、

サービス普及を促進するものと考えます。また、視聴者の利益の

観点から見ても(多機な端末機の普及、端末価絡の低廉化、モパ

イル利用における低消蓄電電力へのii2Ji縁者事)Iま重要な瑛闘であると

考えます。 

2 
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意見書

平成日 1年 3月 4日

総務省情報通イ露政策jぬ

放送政策 課 御 中

霊祭{¥li番号 154・0012

ト守れれを空会。ヤタコマ号。ヲ

役所 東京都紋1fI:i寺派総事ミ 4-15-20 

t'yilt"子1't-インチ寸ショナjレ也、 

氏名 鮒 BigPicture International 

マサ D.7オティ

代表取締役校長  Marc D. Fuoti 

(民本エンターティメント必メディア協会 会長) 

f207.fiMHz以上 2221\祭主z以下の周波数在使用する特定基地~O)閥殺に関する指針案j

に演し、 JJIJ紙のとおり定まえた脅塁側致します。



私l士、アメヲヵ入のビジネスマンで、際� 21年、うち� 16主宇部i土メディアやエンクー

ティメントの業界に携わっどきましたa 害廷後』士、開BiョPictureInternationalというい」際

的なコンサノレディング会社な総i設しており、� 'ttと、在認米国防工会義務所のメンバ…守、

行インタ…ネット・エコノミ…!な擦を発表した?討議殺傷技術委員会に務加していま“仁

平Ul身、この台惑の総意義メンパーの…人であ号、この自燃の1ニドでは� 13*の絞殺:h垣{言にお

ける章設会i攻策、標準設;:E:O)土手燃や周波数政策などに関してを多くの言及や後交なしており

ます。このように携帯主選米rli]け?ノレチメディ� γ泳i迭に多大なる関心をと1ii:せる互主主島にある

者どして、これから述べる事柄が日本の� ICT、メディア及びエンタ-7"ィメントの分

野の発展に寄与し、関波企業にとって新たなビジネスチャンスをもたらすこと安霊長って

おり殺す。

日本における燐持主総末向1)，<ノレチメディア主主;おこ関する免許の旅行は、この分野の4等当i記

長告な茨模どその護主筆妻役を考えると絞殺に重大なnu建議て、あり、慎重にま設われるべきと� 

3主ナ。同篠に重工普さになってくるのが、その免許がどの分野および事業主苛に降りるかを決

定するブ口セスそのものfとと窓、いますのこれは新しくしかむ総途有望なテクノぉジーの

立ち上げですので、そのつ1'0セスの潤主主;立、震の新規苓議そう〆ノレが芽吹くような競合

後のある得者誌をと作り� i二げ、最終的には利用者が殺も主主役得ることのできるよう設ずる

べきであるど彩、は，詰まいます。免許容を耳元徹する分野J:k.r.戸駅染者の選定につきましては、金正

午かっ草F綴詰きであることはむとより、多加寝業者のみなら?大局長ちな5起業界から見た透

明性をも慾議するべきであちますロ� 

207.5MHz以ふ� 222MHz以下のj潟波数を使用する約定蒸地j誌の郎総ぷ泌する指針後j 

0)4'-("、総務ゼii立、あきらかに立つめテクノロジーが必ねできるj建設主要女燃において、

ひとつの事業者iこ害IJり汲てるという方針役員を近公表しました。また、ふたつ以� iょの申請

があった議会合は比較審ままという形をとるとちありました。ふたつの事業者に免紛が発行

されることにより、市場後先堕Mの業主公約環境告と設定し、初湯段昨年のどジネスモデルや災

験的、革新的なアイディアが多々主役まれる可能性がま与るにも関わら切れぞれを看過して

いるとしづ意味でこの決断はとーても五遺憾と三わざるを俗資ttん。よって、以下の受諾を

させて綴きます5

機宇佐縦米i郎:t'<Jレチメディプ放送サーピスにj若いて、� i惟ひとつの申請者に免苦手

を与えるどいう総務省のま年燃の論理的銀総と ;この決断がおヌドの消資者と

にどのような効薬去をもたらすと考えられたのか、 をお閣かせ下さい。

この市場支持陶器担メカニズム金!rζく滋及したh主主義主主語専の時代に、もっとも公卒、容線的かっ



主義務殺を絞らねばならない男波数議!当において、� Is襲撃告記者主たる=コマンドーコント� Eーノレ翠

(!)比較務ヨまのような手薬取E主主尽されたというのは番手数に後念マあ号、ひいてはお本主王室主雰

(!)級事舎に合わせる機会を自ら逸したともさえ設です。むし、ごこの比較後至宝〈没界的な夜点に

主きいても、i:綴喜号、不透努であ事、書き在約に不公平マあるとFもられています。〉という手設

が数えてとられるのであれば、それに支守して以下の察官議後� d.，全て後きたいと患います。 

i主絞審奈をすべての箆係者に対して庁ープンlとして1箆きたいと思います。留会中

藤査がTVで放映され三役会議が� Yぬ.Tubeで}もられるように、総務省における事業

殺決定のプロセスも公にされるべきと考えます、より透明かっ繍放的なガパナン

スへの移行は紛れもなく起きつつあることであり、ぞれこそがインターネット時

代の象徴ともいうものであります。

長支後iと不ょが3宣言贈したいことは、 日本にとってグ口…パル叩…ケットに後れを取らず震を並

べることと肉際的な相互運用性に配慮することの幾重要tまでず。� 2告側主l'5fl20 IH寸の� f携

帯?嫌米!却すマルチメデ、イア放送サ}ピス若手の作りん1と隠する韓議室築会 綴符望書(案れの中;こ

む『裁が滋(!)ICT分聖子における箆際競守争力向とのためには、おヌドf湾内のみならず、没界

ゅの品ーザの多様なニーズ』こ対応できることがff宅設しいので、� つのま主総方式に急変ち込むd

必袋はないjと雲寺かれてみりましたi返号、グ日ーパノレJ:::ジ々 、3えがi韓え議定げる現代において

=コンテンツやアブジケーションを役若手やのm綴とやち耳主りすることは必須でありまた

後i蔑されるべきであちます。宮本はこの重姿なま王子nえてjf議奇襲専の本幾分野においてグローパ

ノレヲーダーとなる機会を手にしているのです。ぞれ長話題話通するためには、国際約な協講演

後への隊長震設忘れてはなりませんa

以上



意見書

平成  22年 3月 5臼

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

務便番号  140-0002 
>う舎，うとし名誌がわくて》がししながわ

住所 東京都品川区東品川  3-32-42

氏名 (株)ブジミック

専務取締役渡部郁夫

[携帯端末向けサルチメディア放送の実現 淡整備案jに 別紙の

どおり怠見を苦差出しすG



JlIJ級

該当館所

卜1)昭和聞に慢する樹祭 


主主 2-3 


事請することができる周波数の務竣憶は 14.5五必おとし、

闘を党予磁の認定i士、当該 $5警のうち当該主主空襲への適合の

度合いが最も高いーの卒請に対してするものとする 

;紋見

い持ヱ主義地腐の関設の終針案について蓄をi罵しま十。

代D語審定する務室長者数'1;:1とし、 14.5MH包め帯域泌を運用 dせることは、一つの技術

方式による単一マーケットrJ)皐綴綴成を促進し、己最f蓄や受後iこ係るこコストを低金設して

ニネーザの負担を豪華義室、コンテンYやす」ピスが発展するとしづ観点からも透=きである

と活者え費問いたします。

@言電波の官接率的な策I 5MHzの務淡緩内マガードノミンド合j}詩確保のためには、 14‘


必要とせず、'7:"セグ"!i!:イ詩機と!殉じ ISDB-T方式会ベースとしてし勺 ISDB-Tmm


方式会主、長適な技術方式と考えます。




主意見参

平成 22年 3月 58

総務省情報流通行総長語

放送政策事長綴Jtj:l

郵便番苦手 105-8070 

住所 東京都港jj(海J4ま 1-15-]

氏名 {株}扶桑全土

取締役阿部要

「携帯端末向け γ ルチメディア放ミ去の突き毘に向けた縦波空整備案J tと .ll1J紙のとお事怒

見を提出し設す。



; 芸家ミ語積所� | 滋Fi! 

Iu) 定基地対立〉閲覧設に関する捻金子総意� j 指針縫に賛同いたし己主十。

五 -2~3 滋請することができる周波数のj 市場の尽主務総長を目指すためには、複数理事

帯域媛は� 14.5MHzとし、開設究計闘の認定は，� I~葉狩によるま笠絞め無駄を Eさぐべきマあると

滋荻基準への滋f去の凌合いが織も高いーのl思われます。また、総支さを京一事業事?とする

務総iζ対してするものとする ことによって、ガードパンドの設定を行う必

要がなくな� 9、電波の有効利郊につながると

考えます。

中でも� ISDB-1irunみつまじは、 ワン守主グ立露米と

同じ� ISDBT方式をべ…スにしていることか

ら、既存のハ…ドウェア・ソフトウェア資淡

を有効にiiiRlやることができ家ず。間際市場

線開を視霊子;こ入れた持出末普及の観点におい

ても、長をi道な技市1すみま父と考えます。



意』弘事事

平成  22年 3JI 5日

総務省総報流通行総長著

放送政策言葉御中 
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「携帯端末f却すγ ノレチメディア放送の実現iこ向けた制度票実務終J Iと演し、以下のとおり諮:

箆を提出し

言己

言生当儀所 ヨ主主主 玄の  3

以 kの場合はそれぞれの申設について別表第三の滋擦により比絞縁者王を行い、 E当襲五 

3悲惨への適合の張主会いが最も高いーの宗務に対して寸るものとする oJについて

語家s

指針案に害者向いたします。 

i滋三訟のコンテンツ必然における似合緩みるに、主主縦約方式を複数にすることは、ごコン

テンツ (J)変換や管熔ーなどの多大なる費用負担念発生させ、丹波なるコンテンツ総iiflを

阻害するものであります。:1:た、共有するごごとの出来ない空襲警交の技術方式会主主立させ

ることによる投資の無駄l土、受益者負般の原呈ぜからも=コンテンツ 0)綴絡の引き上げを

幸、ごコンテンツマ…ケットの脅威iこ多大なるダメ…ジをもたらすものと考えますω

なお、 lSDs-T!附 n1.iまえば、現在の金持J詩李総末で一通史的に利用されている'7ンセグ受{設の技

術を流用するものであり、インブラ事業者、ごコンテンツ本襲撃事雪の参入障鞭容とでげ、ひ

いては口ンチンツ流通の係遂に寄与し、思潮マ」ケット育成に貢童文できる賞受i鐙な談後

でみると均一えます。

以上



議室箆著書
平成22年3Ji28 

総務守撃情報蕊透行政局

放送致策課御I:t"
、放送技術霞御I:t

郵便幸番号� 470-0194

倹R庁晶いがすんにつしんしあさだちょう乙ょうのう紛

愛知県日進市浅田町上納容。

氏名ますぶるでんこうかぷしきがいしゃ

マスプロ電工事長式会社
だいてみようと￥しまザ宇くしやちょう はしゃまよしま書

代表取締役従長 軽量UI銭議

「携手持端末向けマルチメディア放送の実現iこ向けた制度整備案JIこ関し、別紙のとおり意見'a:f.騒
l:I:lします。



型コ


該当箇所 意見� 

207.5MHz以上� 222MHz以下の濁� I14.5MHzの字書域すべてをを� 1響楽章雪に塞IJり当てるのではな

波数を使用する特)E~基地局の I <、背があった場合は 2毒事君臨帯ままで割り当てが可能で

閥般に濁する翁針� I，あるべ若H:考えます。

時評 3毒することがで苦~~Ji警波数;マルチメディア放送 (J)幸普及lìび義霊会主よ発震のためには霊童

の帯域幅i立、� 14.5'制zとする ;争が必要警であり、 2事望書煮のほうが貌聴者の選択の滋が� 

i広がり*'9'し、インフラの官食器量時の競争もあり市場浴性

化の効祭がより期待されます。

総選建計E霊の認定(露毒殺計2蓄の認� i

定i立、車講の護主主t…の議会i立当� i湯へのます長年がE

グローバルに普及する方式カ電機熊されることで、盟意外指

号室きになり、::::Jスト競争力のある放滋言宣告撃

談申諮!こ対してするものとし、� iの持基告もに護棄がると考えられ2ます。

申請の数がこ以上の場合iま比

絞審査を行い、当該基準への適

合の度合いが最も瀦いーの串� 

こま守してするものとする〉i言語

以上� 

1/1 




意見饗

平成� 22年� 3 Jl2悶

総務省僚級流通行政局

放法政策総御r:t

郵便事番号:1510063命� 

(ふりがな〉とう意主うとしぶやくとみがや

東京議祭器美容季限蜜ヶ谷� 2-21・10 ;;t三島J:::>Jレ2持者

〈ふちがな〉かぶしきがいしやゆ一喜ちいいーとやt.fん

室長人名:株式会社UlEジャパン

{ふりがな)ほおか こうじ

代表者氏名:総合誌 治司� 

f携帯嫌米ぬけマノレチメディア放送の笑渓iと向けた懇Ul'震後綴塁悪JIこ演し、>>1]車誌のとお号芸室

長;l.:fi::長差出し設す。� 

1 



百京当箆言寄� ! 意見
 
( jjlJ言語� 11) ①~jJ公に賛同します
 

総� 7.5MHz t;l，よ 222酷Hz以下の扇鰍後使用する!@おDB-T側方式枝縦します

特定墓地局の総設に関するき霊針案

五� 3 特定基地駒問な開設の推進1::附� ②わ念ましでは、以下がその酔マどl

る事項その他必霊童な毒事項 ざい設す。

げ)33セグ…括送{震災汲による職時!

効利用ができ、効率的なインフラグ紛が

可能となる。

(イ) ISDB々 をベ…スjこしていることか

ら、地デジ、ワンセグ撃事、既存のメディ

アのハードウニ£ア・ソフトウェア重苦E誌を

有効利湾できる。

{ウ) (ア)、 〈イ}より、思表認の事業他

者産立に俊イなである。

(コニ)ISDB-T方式のE襲撃謀議議開戦略との毅手口

役会主言語い。� 

2 



意見番

平成  22年 3.FJ5B

総務奇襲僚級流言霊 fすま主義語

総長量級祭器患者録中

放去最後事警護襲撃時。

撃事空襲警警告審 108-0075 

〈ふ.がな.ラgをみるとみ本台〈ζラ.ん 1 ::bJ:.ラ~"惨事る'"ゐいもどラ

住所  F臣家総港区港南二了目 16努 1号 

fふりが伝? かぶし舎がいし手

氏名  UQコミニ Lニケーションズ株式会社 
t，翁省、 1とかし

代綾取締役社長問中家電

紙のどおり主意見後提出します。11こ隣し、書JI度整備重量jナマルチメディア放送の実現に向けた昔日I転向3「苦患者千織 



完IJ 紙

「	 意 5意該当翻  

OJI])犠 11) 

! 	207.5MHz以よ222MHz以下の患波数を使用する特定墓地局の潟設に闘す

る指針案 

f到着t第二開設計密の認定の要件一襲警官量計画のi浅草等性及び昔十lE~娠

の硲 E尾悦 2受信設備の普及!こ綴する率王国 J及びf完IJ表第三開設針溺の

認定の上と章受饗査義援一線設計E誌の適切性及び計函実臓の若妻美性 2~是

{震設畿の務及!こ関する家項 J

書を傍若量{婦の普及のためには級車震かつ多機な受信設備の開発が塗纂で

あり、そのため圏内及び主露外の多くのメーコむの著書入可能校後瀦る観点から、:

綴主主計画の革審査f受f建設備の皐綴警普及jにおいては属聖者約な事普及状況に

ついて留意すベ苦?と考え家す。

まず之、携帯嫌米間!すマルチメディア放送i立、総の通僚機能を浴剤サること

による放送と通慾が漆携したサ…ピスが期待合れるところですが、放送.!:::~霊 

f蓄を内包ずるモバイJレ機器が普及するためには務重量電力が大安な妥主義の 

1つであることから、開後針演の審査においては、縫消費電力の築現への

淑緩みや百十E留についても考慮されるベをきであると考え主主す。

以上



意見書

平成� 22年� 3f15お

総務省情報流滋行政潟

放送政策謀者壊や

放送技術議録中

務従軍寄号� 100心004

{ふりがな}とう宮ょうとちょだ〈おおてまちにほんぴる

住所東京都千代国区大手町2-6-2 日本ピ J~ 

( J~、りがな)品、'"し世がいしゃるね吉すてくのろじ

名称糠式会社J~ネサステクノ口ジ

(ふりがな}よしまっすずひこ

代表者窓松一彦

「携帯端末向付マルチメディア滋迭の爽渓に向けた税反撃儀案」に演し、� sg紙

のとおり意見を援出し祭T. 



該当笛所 ご宝章 

f事警準テレビジ沼ン放送等のうちデジタル 118m子T'1i:ベ…スにした方式にすることは、

長女i設に関する送信の機敏方式の一部を改正  j地デジおよび!7ンセグなど隊司祭メデ、イア rpj

する省・話新!日対照表 j のぎ校長究 けのハードウニ広ア及びソフトク之氏アリソー

ス必殺事bfと利治できることから、望ましいと

考える。 3長た既存リソースの活用が可1i警なこ

とから、主体刻の 7幾多量性磁もとが綴れると思わ

れ、投資資源の王手主総阿収の高からも緩ましい

と勾える。

また統}こ海外への農協な図っている 18DB・?

をベースにすることは、従来の媛開方針との

級事立性も良く、準装よ話機会も増すことが推測さ

れる。それによちを究機の標準化会主主建み、;場事業

燦闘に際ずるコスト低減iと童書がることも機

測さ n、主義ましいと考える。 

r2駐日間z以上問附Z以下側波数合|蹴事業者iこ榊時誇があった場合、比較  j

使月ずる特定基金壷局の関殺に総する指針案意著者まにより 1殺とすることは、滅多器禁愛護車の有

の f五一 3j 究車浴剤や事号発芸誌ぷの事長よ話機会拡大が期終で

き、緩ましいと考える。

以上



語家議事

平成� 22年� 3 Jl 5日

総務翁情報流通行政局

放滋政策謀者揮命

放送技鋳謀者懇i:t

郵便殺号:160-0023 

(ふりがな)とうきょうとしんじゅくく 

iこししんじ中� (7 20-1 

;東京都新宿区宣言務後 7 …� 20-1

ずみともふどうさんにししんじゅくびる� 27かい

住友不動産商新宿ピル� 27階

(ふりがな) ろーで・しゅ� bるつ・じゃばんかぶし曹がいしゃ

氏名 (投 1) トデ� 'h9)vV，γヤ，，'ン側

かさいのぶひろ

会主弁 {常事き 

f携手持端末向けマルチメディア放送の実現に向けたおl度整備案」に総し、完Ij紙のとおり窓jM長縫

出し3ます。

注� 1 浪人又は悶体にあっては、その名称及び代表者の氏名校長記載すること。

注2 F刊紙の大きさは、日院規格A列4番とすること。別紙にはページ祷g.をも日放すること。



ll7l紙

該と現� ど意見� i二一i
グローパル市滋で普及している方式はマーケットサイズが歯肉の

みの方式に対するマーケットサイズと比べると非常に大きく、対象

11)添1)(男 となる溜内機器メ…カ一、コンテンツ原発ビジネスにとっては、また

襲警絞指針案 とないビジネスチャンスと考えます。家た、国際競争の促進による

結果として傍られる視聡殺の選択肢や利益もそれに伴い大きくな� 

iると渇えます。このため、開設計画の審査変においては、グローパ� 

I}~市場での普及への取組みについて留窓すべきと考えます。 

2 





