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6.7 資料７  調査検討会議事録 

 

地上デジタル移動体向け（１セグメント）放送の不感地帯解消のための 

ギャップフィラーに関する調査検討会 

 

第１回調査検討会議事録（概要） 

 

１．日   時：平成 17 年 6 月 28 日（火） 午後 2:00～午後 3:40 

２．場   所：とやま自遊館 3F「神通の間」 

３．出 席 者 

中西  修 富山テレビ放送（株） 

池谷 友仁 アンリツ(株) 

谷村 和人 三菱電機(株) 

桑原 良平 (株)日立国際電気 

髙橋 和智 ＫＤＤＩ(株) 

田中  隆 エル・エス・アイジャパン(株) 

中野 愼夫 富山県立大学 

長島 人志 (株)ナナオ 

永松 則行 (株)ＮＴＴドコモ北陸 

樋口 裕二 日本電気(株) 

福沢 恵司 ソニー(株) 

舟渡 征男 北日本放送(株) 

三上 貞則 (株)チューリップテレビ 

向井 文雄 富山県 

島田 博樹 日本放送協会 

山崎 勝利 (株)東芝 

順不同敬称略 

４．議 事 要 旨 

（１） 開催趣旨及び開催要綱の承認。 

資料１及び資料２のとおり、事務局から提案があり、承認された。 

（２） 座長の選出。 

座長に、富山県立大学 中野愼夫氏が選出された。 

（３） 調査検討事項及び審議スケジュールの承認。 

資料４のとおり、事務局から提案があり、承認された。 

（４） 技術試験の実施の承認。 

資料５のとおり、事務局から提案があり、ＷＧにおいて事前調査を実施することを確

認の上、承認された。 

（５） ＷＧの設置の承認及びＷＧ主査の指名 

資料６のとおり、事務局から提案があり、承認された。 

（６） その他 

次回の第２回会合は、平成１７年８月３０日に開催することとした。 

 

資料７
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地上デジタル移動体向け（１セグメント）放送の不感地帯解消のための 

ギャップフィラーに関する調査検討会 

 

第２回調査検討会議事録（概要） 

 

１．日   時：平成 17 年 8 月 30 日（火） 午後 2:00～午後 4:00 

２．場  所：北日本放送株式会社 8F 会議室 

３．出 席 者 

浅井 芳和 富山テレビ放送（株） 

河内 毅彦 アンリツ(株) 

桑原 良平 (株)日立国際電気 

髙橋 和智 ＫＤＤＩ(株) 

田中  隆 エル・エス・アイジャパン(株) 

中野 愼夫 富山県立大学 

長島 人志 (株)ナナオ 

永松 則行 (株)ＮＴＴドコモ北陸 

樋口 裕二 日本電気(株) 

福沢 恵司 ソニー(株) 

舟渡 征男 北日本放送(株) 

三上 貞則 (株)チューリップテレビ 

三原 良和   三洋電機(株) 

森  健造 日本放送協会 

山崎 勝利 (株)東芝 

順不同敬称略 

４．議 事 要 旨 

（１）地下街等電波遮蔽空間における地上放送の普及の在り方に関する調査検討会（中間取

りまとめの総務省の説明。 

（２）ＷＧ検討結果結果の報告。  

（３）受信点事前調査結果の報告。 

（４）潜在電界事前調査結果の報告。 

（５）技術試験場所の承認 

資料１０のとおり事務局から提案があり承認された。 

（６）技術試験方法の承認 

資料１１のとおり事務局から提案があり承認された。 

（７）地上デジタル放送の受信機の説明。 

表題について、ソニー株式会社及び三洋電機株式会社から説明された。 

（８） その他 

1. 次回の第３回会合は平成１８年１月に開催することとした。 

2. 今後のスケジュール。 

       ・10 月～11 月頃 技術試験の実施。 

       ・12 月頃   技術試験データ検討。 
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地上デジタル移動体向け（１セグメント）放送の不感地帯解消のための 

ギャップフィラーに関する調査検討会 

 

第３回調査検討会議事録（概要） 

 

１．日   時：平成 18 年 1 月 30 日（月） 午後 2:00～午後 4:00 

２．場   所：北日本放送株式会社 8F 会議室 

３．出 席 者 

浅井 芳和 富山テレビ放送（株） 

河内 毅彦 アンリツ(株) 

谷村 和人      三菱電機(株) 

桑原 良平 (株)日立国際電気 

髙橋 和智 ＫＤＤＩ(株) 

塩屋 徹郎 エル・エス・アイジャパン(株) 

中野 愼夫 富山県立大学 

長島 人志 (株)ナナオ 

永松 則行 (株)ＮＴＴドコモ北陸 

樋口 裕二 日本電気(株) 

福沢 恵司 ソニー(株) 

舟渡 征男 北日本放送(株) 

三上 貞則 (株)チューリップテレビ 

三原 良和   三洋電機(株) 

折笠 史典   富山県 

森  健造 日本放送協会 

山崎 勝利 (株)東芝 

順不同敬称略 

４．議 事 要 旨 

（１）ＷＧ検討状況の報告。 

（２）技術試験測定結果の報告。 

（３）地上デジタル放送の受信機の説明。 

表題について、ソニー株式会社及び三洋電機株式会社から説明された。 

（４）報告書（案）の取りまとめについて報告。 

（５）その他 

次回の第４回会合は平成１８年３月に開催することとした。 
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地上デジタル移動体向け（１セグメント）放送の不感地帯解消のための 

ギャップフィラーに関する調査検討会 

 

第 ４回 調 査 検 討 会 議 事 録 （概 要 ） 

 

 

５． 日   時：平成 18 年 3 月 23 日（木） 午後 2:00～午後 3:00 

６． 場   所：ボルファートとやま 4F 珊瑚の間 

７． 出 席 者 

浅井 芳和      富山テレビ放送（株） 

河内 毅彦      アンリツ(株)  

谷村 和人      三菱電機(株) 

桑原 良平 (株)日立国際電気 

髙橋 和智      ＫＤＤＩ(株) 

塩屋 徹郎      エル・エス・アイジャパン(株) 

中野 愼夫      富山県立大学 

長島 人志 (株)ナナオ 

永松 則行 (株)ＮＴＴドコモ北陸 

樋口 裕二      日本電気(株) 

福沢 恵司      ソニー(株) 

舟渡 征男      北日本放送(株) 

三上 貞則 (株)チューリップテレビ 

三原 良和     三洋電機(株)  

折笠 史典     富山県 

森  健造       日本放送協会 

山崎 勝利 (株)東芝 

順不同敬称略 

８． 議 事 要 旨 

（１） ＷＧ検討状況（第 6 回）の報告。 

（２） 報告書（案）について。 

事務局から提案があり承認された。 




