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準備を進めてきた。放送に必要なKuバンド用
のトランスポンダーはインド宇宙研究機構 3）の
衛星INSAT-4Aに搭載され，2005年12月に
打ち上げられた。

開局時におけるTata Skyの概要は以下の
表の通り。

Tata Skyの視聴には，チューナー（STB）
やアンテナなどの購入費と設置費合わせて約
4,000ルピー（1万円強）と月額200ルピー（540
円程度）の視聴料が必要である。開局時の提
供チャンネルは，ケーブルテレビ視聴世帯の
間で人気が高いSTARとSony-Discoveryの
チャンネルを中心とした55chで，他にニュー
スやスポーツ，ゲームなどの双方向サービス
を提供している。また開局時の放送エリアは
300都市である。

インドでは，衛星放送Tata Skyの登場を
機に有料放送の間で激しいシェア争いが始
まっている。そこで本稿ではインドの衛星放
送の歩みを辿るとともに，有料放送市場の動
向にも目を向けてみたい。

  I 衛星放送Tata Skyが本放送を開始

小型のパラボラアンテナで受信が可能な
Kuバンドを使ったDTH（direct-to-home）の
直接衛星放送（以降は「衛星放送」とのみ表
記する）としてはインドで3番目のプラット
フォームとなるTata Sky1）が，8月8日，本
放送を開始した。有料放送としては，2003
年10月2日に開局したDish TVに次ぐ2番目
の衛星放送である。
Tata Sky の概要

Tata Skyは，世界のメディア界の実力者
ルパート・マードック氏が所有するSTAR
がインドの名門財閥Tata2）と合弁を組んで構
築したインドを放送対象とする衛星放送であ
る。Tata Skyの株式所有比率は，STARが
インド政府による外資直接投資（FDI）規制
の上限である20%，Tataが残りの80%全て
となっている。同社はイギリスの衛星放送
BSkyBをモデルに，インドで最大かつ最新
のデジタル衛星放送プラットフォーム構築の

インド放送事情
～衛星放送 Tata Sky の登場と有料放送市場の動向～

塙　和磨　　

初期経費 3,999 ルピー
（機器2,999ルピー+設置費1,000ルピー）

視聴料月額 200 ルピー

チャンネル数 55ch

主なチャンネル

STAR（17ch）4），Sony-Discovery
（14ch）5），DD6），Disney，MTV，
NDTV，ESPN STAR Sports，National 
Geographic，Eenadu，TV Today，
Asianet，Times Now，Aaj Tak，
Headlines Today

放送範囲 300 都市

（1 ルピー : 約 2.7 円）
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その後Tata Skyは提供チャンネル数を着
実に増やしており，9月半ばの時点で75ch
になっている。双方向サービスも，幼児（3
～6歳）向けの教育・ゲームサービスなどが
加わり8種類になっている。STARとSony-
Discoveryに次ぐ有力なコンテンツで，9月
半ばの時点で未だ提供チャンネルのリストに
加わっていないZee-Turner7）のチャンネルも
間もなく加わる見通しである。放送エリアも
急速に拡大し，9月半ばの時点で3,200の市町
村に広がっている。放送開始から3か月後に
は全国で視聴が可能になると見られている。

  II インドにおける衛星放送の歩み

では，ここでインドにおける衛星放送の歩
みを辿り，各プラットフォームの現況につい
ても触れてみたい。
マードック氏の夢だったインドでの衛星放送

インドでKuバンドを使ったDTHの衛星
放送を行うことは，同国のケーブルテレビに
衛星を使って自社のチャンネルを配信して大
成功を収めたマードック氏の夢であり，1997
年3月，首都デリーで初めて公開デモを実施
した。しかし，外国のテレビ放送が家庭のテ
レビに直接入り込むDTHの衛星放送に対す
る政官界の警戒心は強く，禁止措置をもって
迎えられた。
衛星放送の解禁とガイドライン

インド政府は，2000年11月2日，DTHに関
するガイドラインを発表し，衛星放送をよう
やく解禁した。しかし，ガイドラインに示さ
れた各種規制は極めて厳しい内容であった。

政府ガイドラインに示された主な規制は以
下の表の通り;

ライバル 2社の免許申請とSTARの挫折

DTH事業は解禁されたもののガイドライ
ンの内容が余りにも厳しいため，免許申請
に踏み切る事業者は直ぐには現れなかった。
マードック氏のSTARもインド政府にFDI
規制の上限20%を49%まで緩和するよう強
く求めたが聞き入れられず，解禁から1年
半近くを経た2002年4月，Space TV社 8）を
通じ免許申請に踏み切った。またインドに
おけるマードック氏最大のライバルである
スバシュ・チャンドラ氏 9）も，傘下のASC 
Enterprises社を通じ，2002年6月，免許申
請書を提出した。

マードック氏が関わるSpace TVの申請は
政官界や民族系メディアなどから強い警戒心
を持って迎えられ，Space TVが提出した書
類の記載内容に疑惑 10）が浮上すると申請は
宙に浮き，結局認可されることなく終わった。
挫折したSTARは，新たな提携先の模索か
らの再出発を余儀なくされることとなった。
初の衛星放送Dish TV の誕生

Space TVの挫折を尻目にスバシュ・チャ
ンドラ氏のASC Enterprises社は事業免許を
取得，2003年10月2日，インドで初めての衛
星放送Dish TVの本放送を開始した。

外資総枠規制と
外資直接投資（FDI）規制

外資の総枠規制は 49%
FDI の上限は 20%

国籍条項

運営会社役員の過半数と最
高経営責任者は国内に在住
するインド国籍の保持者で
あること

クロスメディア規制 放送関連企業 1 社当たりの
出資率上限は 20%

免許申請料および免許付与
前の銀行保証金

免許申請料 1 億ルピー
（返還なし），
銀行保証金 4 億ルピー

（免許期間終了時に返還）

政府への上納金 衛星放送事業による年間収
入の 10%
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開局時におけるDish TVの概要は以下の
表の通り;

Dish TVは都市部での加入世帯獲得を目指
し，提供チャンネルのリストにケーブルテレ
ビ接続世帯の間で特に人気が高いSTARと
Sony-Discoveryのチャンネルを加えること
を強く望んだが，STARとSonyは提供を拒
否した。そのためDish TVは，ケーブルテレ
ビでSTARとSony-Discoveryのチャンネル
を視聴できる都市部での加入世帯を期待する
ことはできず，ケーブルテレビが接続してい
ない農村部を中心に展開せざるを得なくなっ
た。そのためDish TVは加入件数の伸び悩
みに苦しんだが，提供チャンネル数を徐々に
増やし双方向サービスを導入するなどの努
力を重ねた。その結果，加入件数は徐々に
上向き始め，今年8月末時点で140万近くに
まで達した。そしてこの夏，STARとSony-
Discoveryのチャンネル提供をめぐる争いが
ようやく決着（後の章で詳述する），都市部
の有料放送市場攻略の足掛かりをつかんだ。

現在，Dish TVの契約には3つの形態があ
るが，Tata Skyのサービスに近い75chを提
供するもので，3か月分の視聴料込みの初期
費用は3,190ルピー（約8,600円），4か月目か
らの視聴料は180ルピー（約480円）となっ
ている。また110chを提供する契約で，3か
月分の視聴料込みの初期費用は3,490ルピー

（約9,400円），4か月目からの視聴料は300ル
ピー（810円）となっている。

無料衛星放送DD Direct+ の登場

STARの免許申請が足踏みを続ける中，公
共テレビDD（Doordarshan）と公共ラジオ
AIR（All India Radio）の監督機関インド放
送協会 11）が，DDの地上波総合チャンネル

（DD-1）が到達できない過疎地域 12）向け放送
の媒体としてDTHの衛星放送免許を取得し，
2004年12月16日，インドで2番目の衛星
放送DD Direct+の本放送を開始した。DD 
Direct+は，視聴料を取らずにDDの19ch13）

と国内外の無料衛星チャンネル14ch，AIR
のラジオ12chを提供する衛星放送である。

開局時のDD Direct+の概要は以下の表の
通り;

DD Direct+への国民の関心は高く，視聴に
必要な機器は，地上テレビが届かない地域の
学校や保健所，パンチャーヤット（村などの集
落に残る伝統的な議会）など公共機関に政府
が無償で供与した約1万セットの他に，地上
テレビは届くがケーブルテレビが接続してい
ない農村部を含めた幅広い地域で，放送開始
までに数十万セットが売れたと言われている。

そうした状況はその後も続き，推計数字に
かなりの幅はあるが，これまで200万～300
万セットの視聴機器が売れたとされている。
今年6月末に引退したインド放送協会の最高
経営責任者K.S.シャルマ氏は，根拠を明らか
にしていないが，DD Direct+の視聴世帯数
は800万に達していると発言している。この
数字は恐らく公共機関に供与された視聴可能

初期経費 3,000 ～ 3,500 ルピー
（STB，アンテナなど購入費）

視聴料 無料
チャンネル数 TV 33ch，ラジオ 12ch

主なTVチャンネル DD（19ch），BBC，CNN，Aaj
Tak，Sun TV

初期経費 3,999 ルピー（STB，アンテナなどの
購入・設置費用）

視聴料月額 基本パッケージ（48ch）
100 ルピー

主なチャンネル Zee-Turner（17ch）
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な受像機などで共同視聴している世帯を含
めたものであろう。インド放送協会は，今後
DD Direct+の提供チャンネルを100chにま
で増やす計画を明らかにしている。
名門財閥と組んだSTARの再挑戦

事業免許の申請を退けられたSTARは新
たな提携先を模索し，名門財閥Tataの持ち
株会社Tata Sonsとの提携にこぎつけ再度申
請を行った。運営会社Space TVの資本所有
比率は，STARが政府ガイドラインぎりぎり
の20%，Tataが残りの80%であった。そし
て2005年5月，事業免許を取得，同年12月
22日にはインド宇宙研究機構（ISRO）の通信
衛星INSAT-4Aによるトランスポンダー打
ち上げに成功し，2006年の早い時点での開
局を目指し準備を進めた。この間，運営会
社の社名とサービス名はSpace TVからTata 
Skyに変更された。この名称変更には，合弁
のパートナー Tataの強い意向があったと伝
えられている。

  III Tata Skyの参入で始まった
　　　　　　 有料衛星放送市場の争い

Tata Skyは今年の早い時期にサービスを開
始すると見られていたが，8月8日，ようやく
本放送を開始した。そして，Tata Skyの参入
によって，有料衛星放送市場のシェア争奪を
めぐる本格的な争いは始まった。
前哨戦 ; マストプロバイド条項をめぐる攻防

先にも記したが，STARとSonyがチャ
ンネル提供を拒否したため先発の衛星放
送Dish TVは，ケーブルテレビでSTARや
Sony-Discoveryの人気チャンネルを視聴し
ている都市部世帯への浸透に苦しみ，ケーブ

ルテレビの接続が無い農村部中心の展開を強
いられた。

しかし有料放送の規制監督機関TRAI14）が，
2004年12月10日，有料放送市場の公正な
競争を促すとの理由で特定事業者によるTV
チャンネルの独占使用を禁止し，他の事業者
から提供の要請があれば拒否できないとする
マストプロバイド条項 15）の導入を決めたのを
機に，Dish TV側は改めてSTARとSonyに
チャンネルの提供を強く求めた。

これに対しSTARとSonyは，コンテンツ
は事業者を差別化する重要な要素との考えか
らチャンネル共同利用の義務化に強く反対
し，Dish TVの要請を受け容れなかった。こ
うした状況にTRAIは，新たな有料衛星放送
が現れるまでマストプロバイド条項の適用を
留保するとの見解を示し，問題の解決は先送
りされた。

しかしTata Skyの登場が間近になった今年
6月，SonyがDish TVとの交渉で，Discovery
と組んで持っている14chを1加入世帯当たり月
額40ルピーで提供することに合意した。一方，
STARとの争いは放送・通信分野の紛争処理機
関TDSAT16）に持ち込まれていたが，7月14日
にTDSATから示された裁定をSTARが受け容
れ，17ch全てを27ルピーでDish TVに提供す
ることで決着した。この額はSTARがケーブル
テレビに提供する際の料金の半額 17）に当たる。
市場開拓に向けた Tata Sky の戦略

コンテンツ（提供チャンネル）の違いで競
うことができなくなった今，有料衛星放送の
シェア獲得争いは，料金と付加価値サービス，
マーケティングなどを軸に展開されると見ら
れている。

Tata Skyの市場参入は，先発Dish TVに
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3年近く水を開けられてはいるが，Dish TV
がこれまでに投入した60億ルピー（約162億
円）の4倍以上に当たる250億ルピー（約675
億円）の資金を既に投入しており，ヴィクラ
ム・コウシク社長は「市場参入に遅れはした
が，他の事業者が持っていない最新技術を手
にしている」と競争への自信を語っている。

サービス開始を前にTata Skyは，全国1
万2,500の家電店や携帯電話ショップなどを
繋ぐネットワークを構築し，加入契約や視聴
に必要な機器，プリペイド利用券（prepaid 
voucher）などの販売に当たっている。この
ネットワークは将来2万か所に拡大する計画
である。またTata Skyは専門知識を持つ3,000
人のエンジニアを雇用（外部委託でなく）し，
全国3か所に設置した年中無休24時間体制の
コールセンターに配置している。コールセン
ターでは顧客の要望やクレームに4日以内に
対応するとしている。コウシク社長は「我々
が持ち込もうとしているのは，この業界にこ
れまでなかった顧客サービスの文化だ。これ
こそが差別化の最大の要素」と語っている。

Tata Skyが開局後に提供チャンネルを
着々と増やし，双方向サービスの内容充実を
図っていることは既に記したが，月額200ル
ピーの視聴料は変えていない。また，現時点
では一律200ルピーのパッケージだけだが，
将来的には複数のパッケージ提供を視野に入
れた準備が進められている。Tata Skyはま
た，1本当たり75ルピー（200円強）の別料
金でペイパービュー（PPV）の映画配信サー
ビスも開始すると発表している。

Tata Skyは開局から1年後の加入件数100
万を当面の目標としており，今後5年間で更
に300億ルピー（約810億円）を投入する計

画だと言われる。
Tata Sky を迎え撃つ先発Dish TV の対応

念願のSTARとSony-Discoveryのチャン
ネルを手中にした先発Dish TVは，これまで
浸透が難しかった都市部の攻略に全力を挙げ
る構えを見せている。ジャワハル・ゴエル社
長は「これまで都市部でのビジネスは15%に
過ぎなかったが，今後は加入する世帯の60%
が都市部の世帯になる」と予測している。

Dish TVは加入件数を伸ばす戦略として，
今後も提供チャンネルを増やし，最終的には
190chから200chにするとしている。特にニッ
チチャンネルに力を入れ，Zeeグループ全体
で国内視聴者を意識したガーデニングや料
理などの専門チャンネル開拓に取り組んでい
る。また，加入世帯への提供が可能になった
STARのチャンネルは，営業戦略のため来年
末まで無料提供する方針だと言う。Dish TV
はTata Sky同様に双方向サービスにも力を
入れ，追加料金なしでゲームなどを提供して
いる。また別料金のペイパービューも導入し
ている。

STARとSony-Discoveryのチャンネルを
手にしたDish TVには予想通り都市部で加入
世帯が増え始めており，最近では1週当たり
の増加数が3万件にも上っている。今年8月
末現在の加入件数は約140万だが，ゴエル社
長は，2015年までに1,320万の加入世帯を獲
得すると強気の目標を立て，更に60億ルピー

（約162億円）を投資するとしている。
衛星放送市場への参入を進める新たな勢力

インドでは2つの有料衛星放送によるシェ
ア獲得競争が始まったばかりだが，今後は新
たな事業者も加わった複雑な展開が予想され
ている。現在，新たな市場算入がほぼ確実視
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されているのは，南インドの大手メディア
Sun TVが計画しているSun Directと新興財
閥ADAG18）傘下のReliance Communications
社 が 推 進 し て い るReliance Blue Magic19）

の 2 つである。Sun TVは去年，Reliance 
Communications社は今年9月，免許申請に
対し政府が原則的了承を与えたことを示す
LoI（Letter of Intent）をそれぞれ取得し，
立ち上げの具体的な準備に入っている。

Sun Directは，今年7月，Kuバンド用の
トランスポンダーを搭載したインド宇宙研究
機構（ISRO）の通信衛星INSAT-4Cの打ち上
げが失敗したため計画に狂いが生じ，本放送
開始の日取りなどは不透明な状態になってい
る。 一 方，Reliance Blue MagicはLoIを 取
得したばかりだが1年前の免許申請提出以来
着々と準備を進めており，早ければ来年にも
本放送を開始すると見られている。

1つの国で4つもの有料衛星放送が競い合
うのは非常に珍しいことだが，そうした状況
が間もなくインドで生まれようとしている。

  IV 身構えるケーブルテレビ業界

都市部での有料衛星放送の争いは，これま
で都市部の有料放送視聴者をほぼ囲い込んで
きたケーブルテレビ業界への挑戦をも意味し
ており，業界は伝統的な縄張りを衛星放送に
食い荒らされまいと神経を尖らせている。

例えば，都市部に重心を移す戦略にシフ
トした先発の衛星放送Dish TVは‘Starting 
now , India will stop watching cable TV’と
いう刺激的なスローガンを掲げ，都市部の
ケーブルテレビ視聴世帯切り崩しに乗り出し
ている。

また後発のTata Skyも，ケーブルテレビ
の平均的な視聴料220ルピーより安い料金設
定で攻勢を掛け，既にムンバイやデリーの集
合住宅（MDU，multi-dwelling units）1万5,000
棟とタイアップし共同アンテナ（single dish 
antenna）の設置を終えている。ケーブルテレ
ビ業界は，共同アンテナの設置はテレビ視聴
世帯を囲い込み自由な競争を妨げるとして激
しく反発している。この争いに関し有料放送
の監督機関TRAIは，衛星放送事業者が集合
住宅に共同アンテナを設置する際はそこに住
む全ての世帯と事前に合意文書を交わさなけ
ればならない，とケーブルテレビ業界に理解
を示す判断を下している。
ケーブルテレビのデジタル化を急ぐ大手MSO

Tata Skyが開局すれば，都市部の有料放送
視聴者の獲得をめぐり，衛星放送との間で争
いが始まることは当然予測されていた事態で
あり，大手MSO（multipul system operator）
は加入世帯のケーブルテレビ離れを食い止め
るため，更なる多チャンネル化やブロードバ
ンド・サービスなどを可能にするケーブルテ
レビのデジタル化を急いでいる。

例えば，INCableやHathwayなどの大手
MSOはアナログからデジタルへの転換を積
極的に進め，一括料金でブロードバンドや電
話などの付加価値サービスを提供しようと大
都市圏で光ファイバーケーブルの敷設を精力
的に進めている。MSO団体のアショーク・
マンスカーニー会長は「衛星放送との競争は
生死を分ける争いだが，デジタルSTBを使
えば500ch提供も可能であり，我々の顧客が
衛星放送にシフトするとは考えていない。人
口100万以上の都市全てでケーブルテレビの
デジタル化を進めたい」と語っている。
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当面の主戦場は 3大都市圏

衛星放送とケーブルテレビのシェア争いの
対象は当然，全国6,800万のケーブルテレビ
接続世帯と残り4,400万の非接続テレビ所有
世帯全体である。しかし当面の争いは，首都
デリー，ムンバイ（旧ボンベイ），コルカタ（旧
カルカッタ）のケーブルテレビ接続世帯，中
でも約600万の比較的富裕な世帯をターゲッ
トに進められている。

その理由は，2002年末の法改正 20）でケー
ブルテレビにCAS（限定受信システム）を導
入し，有料チャンネルの視聴はCASを通す
ことが義務づけられたが，第1段階の実施対
象となった4大都市圏 21）のうち未だ実施され
ていない 22）上記3大都市圏に対し，連邦政府
が来年1月1日を時限に実施に移すよう命じ
る通達 23）を出したためである。

つまり，デリー，ムンバイ，コルカタで有
料チャンネルを引き続き視聴しようと考えて
いる世帯は，年内にCAS対応のSTBを購入
してケーブルテレビとの契約を継続するか，
STBの購入費とあまり変わらない初期投資
で衛星放送と契約し直すかの選択を迫られて
いるからである。

この争いでケーブルテレビ側に有利な点は
複数のテレビを所有している世帯の場合で，
衛星放送では1台ごとにSTBを設置し視聴
料も1台ごとに支払わなければならないが，
ケーブルテレビの場合，STBの設置は1台だ
けでよく他のテレビには課金されない点であ
る。そのため衛星放送側は，複数のテレビを
持つ加入世帯には2台目からの視聴料を半額
にするなど割引を行うとしている。

  V インド有料放送市場の今後の予測

  インドにおける有料放送市場のシェアをめ
ぐる本格的な争いは，Tata Skyの登場を契
機に始まったばかりではあるが，衛星放送と
ケーブルテレビのシェアは今後どのような推
移を見せるのだろうか。

幾つかの機関による分析があるが，ここで
は香港を拠点とするメディア調査機関MPA

（Media Partners Asia）の予測を紹介する。
MPAによると，無料放送のDD Direct+を除
くインドの有料衛星放送加入世帯は2010年
に980万，2016年には1,600万に達すると見ら
れている。またケーブルテレビ接続世帯は，
2010年に9,300万，2015年には1億600万とな
るが，STBを購入しデジタルに移行する世帯
は2010年で220万，2015年で450万と予測さ
れている。つまりMPAは，2016年の衛星放
送加入件数1,600万に対し，2015年のデジタ
ルケーブルテレビ加入世帯は450万と，衛星
放送がケーブルテレビに対し優位に立つと予
測している。

因みにMPAの予測に従えば，将来，イン
ドのテレビ視聴世帯全体の中で最も多くを占
めるのは，2015年には1億を超していると予
測されているアナログ・ケーブルテレビ視聴
世帯である。これらの世帯は基本サービスに
加入しテレビを視聴することになるが，この
サービスはTRAIにより，現段階では30以上
の無料チャンネルで一律77ルピー（200円強）
と規定されている。

ところで，インドでは未だIPTVのサービ
スは実施されていない。しかし，IPTVが衛
星放送やデジタルケーブルテレビのライバ
ルとして登場してくる日はそう遠くないと見
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られている。衛星放送Sun DirectやReliance 
Blue Magic の新たな市場参入に加えIPTV
が登場してきた時，インドの有料放送市場は
また新たな段階の競争時代を迎えることにな
るだろう。                          （はなわ かずま）

注 :
1）Tata Sky は会社名とサービス名を兼ねている
2）Birla（ビルラ）と並ぶ古くからの財閥で，最

大級の財閥でもある。鉄鋼，電力，金融，自動
車，通信，IT など様々な分野の企業を持つ

3）Indian Space Research Organisation（ISRO）。
1969 年，連邦政府の Department of Atomic 
Energy 傘下の機関として設立された

4）最も人気の高いヒンディー語総合娯楽チャンネ
ル STAR Plus や 24 時間ニュースチャンネル
STAR News，STAR Sports，STAR Movies
など

5）Sony と Discovery は One Alliance と い う 名
称の下に共同でチャンネルを配信している。
娯 楽 チ ャ ン ネ ル SET（Sony Entertainment 
Television）は STAR Plus に次ぐ人気チャン
ネル

6）公共テレビ Doordarshan（ドゥールダルシャン）
7）Zee と Turner はチャンネル配信で協力関係に

ある。Dish TV 開始当時は 17ch，現在は 32ch
を持つ。代表的なチャンネルは Zee TV，Zee 
News， CNN，CNBC など

8）STAR がインドで衛星放送を運営するために
設立したインド資本との合弁会社

9）企業集団 Essel Group，メディアグループ Zee 
Telefilms を率いるインドメディア界の重鎮。
かつてはマードック氏と協力関係にあった

10）合弁の提携先である複数のインド人資本家がダ
ミーとされる疑惑など

11）インドでは Prasar Bharati（プラサール・バー
ラティ）と呼ばれる。1990 年成立の Prasar 
Bharati Act を根拠に 1997 年に設立された

12）DD-1 の到達率は全人口の約 90%。残り 10% へ
の到達が課題だった

13）DD は唯一の地上テレビ事業者だが，地上波チャ
ンネル 2 波（DD-1，DD-News）の他に 20 以上
の衛星波チャンネルを持っている

14）Telecom Regulatory Authority of India（イン
ド電気通信規制委員会）の略。通信の他に有料
放送の規制監督も兼務している

15）must-provide clause
16）Telecom Disputes Settlement and Appellate 

Tribunal（電気通信紛争処理控訴院） の略
17）ケーブルテレビでは加入世帯数の過少申告が大

きな問題になっているが衛星放送では透明性が
確保される，というのが TDSAT の判断の根拠

18）Anil Dhirubhai Ambani Group。メディアの分
野にも積極的に参入している

19）当初 Blue Sky Magic と名乗ったが，‘Sky’の使
用に反対する STAR の抗議で名称を変更

20）改正ケーブルテレビ・ネットワーク規正法
21）デリー，ムンバイ，コルカタ，チェンナイ（旧

マドラス）
22）CAS 導入実施をめぐる放送事業者や MSO，ケー

ブルテレビ事業者などの鋭い利害対立に政治的
混乱も加わって制御不能に陥り，チェンナイ以
外での実施は見送られた

23）CAS 導入実施を求める MSO らの提訴に対し，
デリー高裁が政府に実施命令を下したのを受け
て，今年 7 月に出された

 


