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USEN グループの光ファイバ上でオプティキャストが映像配信サービス開始 
～スカイパーフェク TV！、地上デジタル放送も視聴可能に～ 

 
株式会社有線ブロードネットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宇野 康

秀、以下 USEN）は子会社である株式会社ユーズコミュニケーションズ（本社：東京都千

代田区、代表取締役社長：鈴木 達、以下 UCOM）を通じ、株式会社スカイパーフェクト・

コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重村 一、以下スカパー！）

の子会社である株式会社オプティキャスト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠木 

廣幸、以下オプティキャスト）に光ファイバ網を提供、UCOM の光ファイバ上でオプティ

キャストによる「スカイパーフェク TV！」有料多チャンネルサービスおよび地上/BS 局（デ

ジタル放送を含む）再送信サービスを 9 月 1 日（水）より開始します。 
 
USEN とスカパー！は平成 15 年 9 月に映像配信事業提携について合意に達しており、両グ

ループによる映像配信サービス提供に向けて準備を進めていましたが、この度、第一号物

件として東京都目黒区の大型マンションに導入が決定、9 月 1 日より居住者の方に従来の光

ファイバによるブロードバンドインターネット接続に加え、放送番組の配信を開始するこ

ととなりました。 
 
USEN では「BROAD-GATE TV」のコンセプトのもと、光ファイバ上にブロードバンドイ

ンターネット接続や IP 電話といった通信サービスのみならず、他事業者との戦略的な提携

等により各種放送サービスも提供していく方針であり、マンションにお住まいのインター

ネットユーザに加え、PC を使っていない非インターネットユーザも対象に営業活動を展開、

全戸のテレビ番組視聴者の方々に対しても、通信と放送の両方をお楽しみいただけるイン

フラとして USEN の光ファイバの活用を提案していきます。 
 
現在都市部においては新築、既存のマンションを問わず光ファイバの導入が加速度的に進

展していますが、今後 USEN は通信のみならず放送インフラとしての光ファイバの優位性

を生かし、特に都市部において従来美観上の制約から放送用パラボラアンテナが設置不可

能であった物件および地上デジタル放送の普及に伴い難視聴地域となる物件に対して、放

送領域における解決策としての光ファイバ導入を推進し、USEN の光ファイバユーザ拡大

を目指します。 
 
 



■ オプティキャストによるサービス概要 
１．同時再送信チャンネル（全戸利用サービス） 

地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS アナログ放送、BS デジタル放送、倶楽部

スカパー！TV（プロモ ch） 
２．スカイパーフェク TV！（任意加入） 

スカパー！の各チャンネルおよび各パックセット 
 

＜参考＞ 
■ サービス提供料金（税込み） 
１．同時再送信チャンネル（マンション管理費より全戸分を一括徴収） 

 初期費用・・・無料 
 月額費用・・・映像回線料：18,900 円（1 棟あたり） 

配信設備利用料：410 円（1 世帯あたり） 
２．スカイパーフェクＴＶ！（スカパー！加入者毎に個別徴収） 
   初期費用・・・スカパー！加入料：2,940 円/契約 
   月額費用・・・スカパー！チューナーレンタル料：315 円/契約 

スカパー！基本料：410 円/契約 
スカパー！視聴料（契約チャンネル、パック毎＋PPV） 

 

  

【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社有線ブロードネットワークス 

広報担当 鈴木・岡根 

ＴＥＬ：03-3509-7104 ＦＡＸ：03-3509-7103

E-mail：public-relations@tk.usen.co.jp 
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ユーズコミュニケーションズの光ファイバー網を利用した 
「オプキャス」サービスの提供開始について 

 

 

 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：

重村 一、以下スカパー！）の 100％子会社である株式会社オプティキャスト（本社：東京都渋谷

区、代表取締役社長：篠木 廣幸、以下オプティキャスト）は、有線ブロードネットワークス（本

社：東京都千代田区、代表取締役社長：宇野 康秀、以下 USEN）の子会社で電気通信事業者である

株式会社ユーズコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 達、以下

UCOM）が保有する光ファイバー網を利用した「スカイパーフェク TV!」有料多チャンネルサービス

および再送信サービスの提供を、9 月 1 日（水）より開始します。 

 

オプティキャストは、アンテナ設置が制限されているマンションや衛星の方角に向けてアンテナ

が設置できないマンションなどを対象に、スカパー！対応光ファイバーTV「オプキャス」という名

称で、2004 年 2 月より東日本電信電話株式会社（NTT 東日本）の光ファイバー網を利用した映像配

信サービスを提供しています。今回、総務省に対する電気通信役務利用放送法に基づいた変更登録

が完了したことにより、NTT 東日本に次いで、UCOM の役務を利用したサービスの提供が可能となり

ました。 

スカパー！と USEN は、2003 年 9 月に、光ファイバーを利用した映像配信事業に関する事業提携

および UCOM の第三者割当増資に伴う資本提携を行いました。今回の総務省への役務利用の追加申請

の完了により、UCOM が保有する光ファイバー網による「オプキャス」サービス提供と加入者獲得に

向けた販促活動を、USEN との協力により、積極的に展開することとなります。なお、UCOM が保有す

る光ファイバー網でのサービス対象エリアは、当初は東京 23 区、三鷹市、武蔵野市等をカバーする

予定ですが、順次拡大する見込みです。 

 

 オプティキャストでは現在、大手管理会社との提携により、新築マンションや既存マンションへ

の導入に向けた交渉を継続しています。今年度中には、約 150 棟/約 15,000 戸の物件において「オ

プキャス」サービスが提供可能となり、更に大阪エリアでのサービスも開始する予定です。
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1. サービス体系 

 

チャンネル内容                        月額提供料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ オプキャスは、集合住宅向けの光ファイバーを使ったテレビサービ

スです。 

※ スカイパーフェクTV! (アンテナ受信)のうち、一部現在視聴できな

いチャンネルもあります。 

※ NHK受信料、各有料放送サービスの視聴料等は別途となります。

③スカパー！チューナーレンタル料：315円／契約

 

④スカパー！基本料：410円／契約 

 

⑤スカパー！視聴料：契約チャンネル+PPVなど 

 ※加入時に、加入料2,940円が別途必要です。 

 

→ スカパー！加入者より個別徴収 

スカイパーフェクＴＶ！ 

・スカパー！の各チャンネル 

・スカパー！の各パック・セット  
任意加入

①映像回線：18,900円／回線（棟） 

 

②配信設備利用料：410円／世帯 

 

→ マンション管理費より全戸分を一括徴収 

全戸利用

同時再送信チャンネル 

・地上アナログ放送 

・BSアナログ放送 

・BSデジタル放送 

・地上デジタル放送 

・倶楽部スカパー！TV（プロモｃh） 

 

 

2. スカイパーフェクト・コミュニケーションズの概要 

（1） 社名：株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 

（2） 代表取締役社長：重村 一 

（3） 所在地：東京都渋谷区渋谷 2-15-1 

（4） 設立年月日：1994 年 11 月 10 日 

（5） 主な事業内容：デジタル衛星放送「スカイパーフェク TV! 」を中心としたプラットフ

ォーム事業の運営 

（6） 資本金：500 億 1,400 万円 

（7） 主要株主：株式会社ソニー放送メディア 12.48％、株式会社フジテレビジョン 

12.48％、伊藤忠商事株式会社 12.48％ 
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3. オプティキャストの概要 

（1） 社名：株式会社オプティキャスト 

（2） 代表取締役社長：篠木 廣幸 

（現 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 取締役副社長） 

（3） 所在地：東京都渋谷区渋谷 2-15-1 

（4） 設立年月日：2003 年 6 月 2 日 

（5） 主な事業内容：光ファイバーを利用した映像配信事業 

（6） 資本金：4 億 8 千万円 

（7） 株主構成：株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 100％ 

 

4. 有線ブロードネットワークスの概要 

（1） 社名：株式会社有線ブロードネットワークス代表取締役社長：宇野 康秀 

（2） 所在地：東京都千代田区永田町 2-11-1 

（3） 設立年月日：1964 年 9 月 7 日 

（4） 主な事業内容：有線放送事業、ブロードバンド事業、インターネット事業等 

（5） 資本金：204 億 5918 万 8300 円 

（6） 株主構成：宇野 康秀 51.03％、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2.42％、

ドイチェ信託銀行株式会社 2.25％ 

 

5. ユーズコミュニケーションズの概要 

(1) 社名：株式会社ユーズコミュニケーションズ 

(2) 代表取締役社長：鈴木 達 

(3) 所在地：東京都千代田区永田町 2-11-1 

(4) 設立年月日：2000 年 7 月 6 日 

(5) 主な事業内容：電気通信事業 

(6)  資本金：239 億 8 千万円 

(7) 株主構成：株式会社有線ブロードネットワークス 55.96％、ITX 株式会社 27.91％、

ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 1.98％ 

 
＊報道関係からのお問い合わせ先： 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 企業広報部 

TEL：03-5468-9400    FAX：03-5468-9399 
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