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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社 エフエム京都   

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 

 

 

 

 

 

 

受託国内放送に係わる参入希望調査にあたり、弊社は事業主体として参

入を希望するものではないが、受託事業参入を表明する主体者があり、

その事業への協力を要請された場合、委託放送事業者として応じられる

範囲で検討する。 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 エフエム京都 

株式会社 エフエム京都 100% 

「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」に拠るとこ

ろの近畿広域圏 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 1/5 セグメント程度を希望 

「音声＋データ」による、FM アナログサイマル放送（1/5 セグメント程度）

広告収入による無料放送 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 － － － 

100 

－ － 

音響 － 90 90 － － 

その他 － 10 10 － － 

蓄積型放送 

映像 － － － 

－ 

－ － 

音響 － － － － － 

その他 － － － － － 

その他 － －  － － － 

サービス全体 － 100  100 － － 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

 

モバイル、ポータブル端末（携帯電話、携帯ラジオ、ポータブルラジオ

等）、車載端末（ラジオ、コンポ、ワンセグ・フルセグ付カーナビ等）、

パソコン、USB チューナー等 

「音声＋データ」のリアルタイム放送サービスを受信するための設備。

現行のワンセグ受信＋αの機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

音声による提供。 

市町村レベルの詳細情報発信を求められた場合、ラジオ研究会報告書で

提言されている ASP などの利用。 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

認定から約 1年～1.5 年を想定（受託事業者の置局計画による） 

→設備購入、番組供給者の選定・契約、データ放送等の制作体制・送出

体制の構築、広報宣伝 

未定 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム愛媛 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

株式会社エフエム愛媛 
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いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

愛媛県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

・車載型受信機（カーナビに V-Low 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-Low 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供に努めます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ そのような予定はない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム群馬 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

該当なし 

 該当なし 
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 

 

 該当なし 

 該当なし 

 該当なし 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

株式会社エフエム群馬 

群 馬 県              9.97% 
株式会社読売新聞社      6.03% 
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 5.03% 
株式会社上毛新聞社      5.02% 
株式会社群馬銀行       4.70% 
株式会社東和銀行    4.70%

第１希望  群馬県 
第２希望  群馬県及び関東広域圏 



4 
 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

２分の１セグメント 

 

音声２チャンネルとデータ放送を行う。 
音声第１チャンネルはＦＭサイマル放送、第２チャンネルは独自番組を

編成する。データ放送は音声放送補完データのほか、観光・グルメ・シ

ョップ等の案内広告を取り扱う。 
音声放送中心のビジネス展開となる。当面は現業強化に役立てることに

よる収益確保、データ放送の案内広告取扱ほかによる収益増加をはかり

つつ、広告フォトフレーム配信等、時代変化に対応した新たなビジネス

を展開する。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０   １０    １０ 

  ６５ 

 無料  

音響 ０   ５０    ５０  無料  

その他 ０ ５     ５  無料  

蓄積型放送 

映像 ０  ３     ３ 

  １０ 

 無料  

音響 ０    ５     ５  無料  

その他 ０   ２     ２  無料  

その他 ０     ２５    ２５  有料  

サービス全体   ０  １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

携帯電話端末、タブレット端末、カーナビゲーション、広告フォトフレ

ーム、自治体と連携して開発を計画する「防災行政無線連動端末」 

ショップ購入、イベント参加申込み、賛否回答等、リスナーからリター

ンのために通信回線を有する。 
特定地域にいる人達に向けた情報伝達のため、移動型端末にＧＰＳ位地

情報機能、固定型端末に住所地機能を有する。 

 該当なし 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 該当なし 

 該当なし 

群馬県内の全ての自治体、ライフライン企業ほか関係者の協力を得て、

防災行政無線の機能を生かしつつ、災害情報の伝達を正確・迅速に行う

ための全県的システムの構築を検討する。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 該当なし 

事業参加の費用負担がどう定まるのか、その状況を見定めてから事業計

画を決定する。既存ラジオ局のサイマル放送からスタートするので、技

術的には、事業開始決定から１年程度の準備期間があれば開始できる。

 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム栃木             

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム栃木 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

栃木県域 
 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６7％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、県の防災情報システムと連携の上で

災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：三重エフエム放送株式会社             

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

三重エフエム放送株式会社（予定） 

三重エフエム放送株式会社 
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いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

三重県だけ。ブロック内だが、県域に限定した放送対象地域としたい。



3 
 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1/4～1/5 セグメント 

サービス概要 
・音声サイマル放送 
 
・ビジネスモデル 

無料放送による広告 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ １００ １００ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ ０ 

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

・車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・携帯電話 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

ラジオ研究会報告書で提言された「公的情報連携ＡＳＰ」を積極的に利

用して、詳細な情報を得ることによって、災害情報の強化に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

約１年を想定。 
演奏所設備構築テストに約１年。 
平行して、放送コンテンツの準備、契約等に約６ヶ月。 
宣伝準備に約６ヶ月。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：㈱J-WAVE    

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

株式会社 J-WAVE 

株式会社 J-WAVE  100% 

関東広域ブロック 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 現行ＦＭ放送の音声サービスと同等もしくはそれ以上の音質を確保するため 

１／３セグメントを希望 

 

現行のＦＭ放送の同時サイマル放送サービス 

と 

蓄積型放送サービス 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像    

60% 

  

音響  60% 60%   

その他      

蓄積型放送 

映像    

40% 

  

音響 20% 20% 40%  
有料は 

将来実施検討

その他      

その他       

サービス全体 20% 80%  100%   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

○携帯型受信端末(携帯電話、iPod 等の携帯音楽ﾌﾟﾚｰﾔｰ、ﾜﾝｾｸﾞ受信機、等) 

○車載ﾗｼﾞｵ[ｶｰﾅﾋﾞ含む]、 

○PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型 PC、USB ﾁｭｰﾅｰ、 

 

等のすべての V-Low 受信機 [V-High との共用受信機含む] 

○将来、有料にて蓄積型放送サービスを行う上で、蓄積コンテンツの 

違法・不法コピー防止策が必要。 

たとえば、配信コンテンツへのトレースログ機能、受信端末識別機能、

端末に左右されないコンテンツ・ライツ保護機能、等 

○最低限の双方向機能として、通信回線接続機能は当然のこと必要。 

○緊急地震速報等の災害情報受信機能は当然必要。 
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（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

 

②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

○基本は従来型の音声による災害情報の提供 

○緊急地震速報 

○NHK を含む東京ラジオ AM & FM キー局連携による災害情報の提供 

○東京都からの災害情報の提供 

○公的災害情報サービス ASP 

○Twitter 機能を駆使した情報収集と伝達 

 

○同時サイマル放送サービスは、認定後、短時間でサービス可能。 

○蓄積型放送サービスについては、対応する受信端末次第。 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

 

○マルチメディア放送サービス(リアルタイム型、蓄積型)が著作権等権利 

処理上も『放送サービス』であることの公的なオーソライズが必要である 

とともに、同権利料支払についても従来の地上波放送と同様の包括契約と 

なることが新放送サービスの発展・拡大に肝要であると考えます。 

 

 

以上 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム山口              

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

株式会社エフエム山口 
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いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

C 

1/4 セグメント 

山口県 

サービス概要 
アナログ FM ラジオ放送のサイマル放送と音声放送に連動したデータ放

送 
 
 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデル 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０  

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

・車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているも

の、等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経
由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 
 

V-LOW１セグメント受信機能、１セグメント以下の帯域の部分受信も

しくは部分再生機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

系列局でもある JFN 各局の報道部門などとの協力連携体制や、通信サ

ービスで災害緊急情報、交通情報を配信している出資各社との連携体制

を構築し、迅速にきめ細かい情報提供が出来るよう、検討を進めており

ます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

約１年を想定。 

 

 



Ｖ－ＬＯＷマルチメディア放送に係る参入希望等調査　調査票

氏名又は名称：富山エフエム放送株式会社

１．　受託国内放送に係る参入希望  （意見公募事項の「３．　受託国内放送の全国

　展開について」関係）

　（１）　参入主体

　　①参入主体の氏名又は名称

　　　 参入主体の氏名又は名称を記載してください。   今後設立予定の場合、仮称

     又は名称未定等でも構いません。

　　該当なし

　　②参入主体の主な出資者

　　　 参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

　　 ださい。　今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。

　　該当なし

  （２）　希望する放送対象地域及び周波数帯域幅

　　　　 いずれのブロック又は県への参入を希望していますか　（複数回答可）。

　　　　 ※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。

　 参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

　 それも記入してください。

　　該当なし

　（３）　放送の開始時期、設備整備の進展の展望等

　　　　開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

　　　にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

　　　れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。　さらに、放

　　　送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。

　　該当なし



　（４）　受託放送役務の提供条件の開示の時期

　　　　 委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

　　　他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。

　　該当なし

２．　委託放送業務に係る参入希望　（意見公募事項の「４．　委託放送事業者によ

　　る音声や音楽の放送について」関係）

　（１）　参入主体

　　①参入主体の氏名又は名称

　　　 参入主体の氏名又は名称を記載してください。   今後設立予定の場合、仮称

     又は名称未定等でも構いません。

富山エフエム放送株式会社

　　②参入主体の主な出資者

　　　 参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

　　 ださい。　今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。

　　富山県　６．５％、北陸電力　５．３％、北陸銀行　４．９％、㈱インテック　

　　４．９％、北日本新聞社　４．９％　（平成２２年１１月末時点）

　（２）　希望する放送対象地域

　　　　 いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していますか

　　　（複数回答可）。

富山県（全域）

　（３）　希望する周波数

　　　　 希望する周波数を記載してください。

Ａ（１／４セグメント）を希望

　　※　　「（２）　希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

　　　　希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごとに

　　　　希望する周波数が分かるように記載してください。



　（４）　事業概要について

　　①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等

　　　 Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

　　そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

　　について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただい

　　ても構いません。）。

　・　既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施します。　

　・　当初はアナログＦＭ放送と同時放送(サイマル放送)を実施します。

　・　音声に加え、楽曲情報、文字情報のデータ放送を付加します。

　・　ビジネスモデルは、無料放送による広告モデルで実施します。

　　②想定している放送サービス内容

　　　 想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。

サービスの割合

有料放送 無料放送 （％）

映像 0 0 0 0

音響 0 67% 67 0

その他 0 33% 33 0

映像 0 0 0 0

音響 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

0 0 0 0

0 100% 100 0

　※１　「放送全体に占める割合(%)」欄は、現時点で想定するサービス内容ごと

　　　に割合を記載してください。（Ａ～Ｎの和が１００％となるように記載してくだ

　　　さい。）

※２　「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分かる範囲で

　　「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。なお、パック料金等を

　　検討している場合は、欄外に別に記載してください。

※３　「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ放送で行われ

　　ているような逐次（リアルタイム）のストリーミング放送の形態をいいます。

※４　「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積された番組

　　やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した放送の形態を言いま

　　す。

委託放送事項

リアルタイム
型 放 送

蓄積型放送

　その他

　サービス全体

100

0

取り扱う予定のサービス
放送全体に占める割合(%)

合計(%) 価格帯



　（５）　想定する受信設備

　　①想定している受信設備を記載してください。

　　携帯電話端末、カーナビにＶ－Ｌｏｗ受信機能が付いた車載型受信機

　　②受信設備に必要となる条件を記載してください。

　　Ｖ－Ｌｏｗ受信機能

　（６）　認証・課金(意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業基盤

　　　について」関係) (有料放送サービスを計画している方がご回答ください。

　　①加入手続

　　　 視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申し込みの方法

　　を具体的にご記入ください。

　　該当なし

　　②認証

　　　 有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み(認証の実施者及び認証

　　方法)を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそれぞれ記

　　載してください。

　　該当なし

　　③課金

　　　 有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み(視聴履歴の把握や料金

　　回収の実施者及びその方法)を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに

　　異なる場合はそれぞれ記載してください。

　　該当なし

　（７）　災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報の

　　　提供について」関係）



　　①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。

　Ｂ　検討していない。

　　②①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。

　　　 具体的にどのような方策を検討していますか。

　　該当なし

　　③①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。

　　　 今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。

　　災害情報強化のための設備やソフトを独自で整備することはコスト的に困難

　であるので、複数の委託放送事業者が共同で利用できる事業者が存在できる

　ようにする。

　（８）　その他

　　①放送の補完を行う通信サービス

　　　 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じて

　　当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを検討し

　　ていますか。

　　Ｂ　そのような予定はない。

　　②サービスの開始時期

　　　 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してくだ

　　さい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて記入

　　してください。

　　既存設備の更新計画並びに先行取組事例の経営的分析から事業化検討

　等を考慮すると、おおむね３年～５年程度は必要と考える。

　　③その他

　　　 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・想定し

　　ているものがあれば記入してください。

　　特になし

以　　上
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：福井エフエム放送株式会社  

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

福井エフエム放送株式会社 

福井放送株式会社 9.3%、福井テレビジョン放送株式会社 9.3%  

他 54 名 
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すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

福井県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

サービス概要 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 

ビジネスモデル 

無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、等）

フォトフレームやタブレット型受信機。 

「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経由

で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 

 



6 
 

 

②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 

また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討中 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定していません 

 



V--LowマJレチメディア放送l二係る参入希望等調査 調査顛

氏名又は名称:株式食社エフエム佐賀� 

1. 受託圏内放送!こ係る参入希望{意克公務事壌の� r3. 受託罷内放送の金器

展開についてj間保〉� 

2，委託該送業務iむ穣る争入錯望(意見公募事墳の� r4.委託放送車識者によ

る膏芦や音楽の訣逝について」隠係)� 

(1)参入主体 

φ参入主体の氏名又は名称

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮啓


又は名称未定等でも構いません。
 

l |株式会一ム鵠�  

(記載倒 1) ra a株式合社J


(記載例 2)rbb株式会社(今後設立予定)J
 

φ議参入主体の主な出資者

議参入主体の主な出護者の氏名又は名蒋及びその織決権の比率を記載してく

ださい。今議設立予定の場合11..~莞詩点での想定で檎いません。

(記載例)rbb株式会社� 55%、c c株式金枝� 45%(事成 22年� 11月末

時点)J 

• 
1 



(2)希望する放送対象地域

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか(複数回答可)。� 

(3)希望する周波数

希望する周波数を記載してください。� 

IC 1/4セグメント(=100 k b p s程度想定)程度� | 

(4)事業概要について 

①vーLowマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等� 

V-Lowマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル(収益を確保する仕組み)

について記入してください(別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。)。

サービス概要

既存のアナログFM放送と同様に、無料の音声放送を実施いたしますb

当初はアナログFM放送と同時放送(サイマノレ放送)を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

ピ、ジネスモデノレ

無料放送による広告モデノレで実施いたしますU 



φ想定している放送サービス内容

想定しているサーピス部内容はついて、以下の袈!こ舵入してください。

放送金体!こ占める割合(悦)
サービスの割合

取り扱う予定のサービス 合計(%) 錨諸事事 委託態滋事瑛

リアルタイム

製放送

蓄議室1!1i女主張

その他

サーどス全体

有料賦道 無料放送� (%) 

税錐 。� O O O 

ト審饗� O 67写会� 67 100 O 

偽� O .3.3~も 33 。� 
i映像� O O O O 

官苦響� O O O O O 

その他� O 。� o O 

。� O -------- O O 

100 100 --------100 。

出� 1 r放送金体i二五める割合(怖)J栂は、現時点で想恕するサーピ

ス内容ごとに割合を言記載しでください� (A-Nの和が� 100%となる

ように記戴してください。)� 

※2 r価格帯j欄は、有料/無料の別を明示した上で、現縛点で分か

る範囲で「委託放送事現jの概と揖還させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合法、積外に痛に記載してくだ

さい。

来3 rlJアルラZイム翠数送J~J弘現在の地上手レピジ恕ン・ラジオ

数滋で行われているような溜次(リアルタイム)のストリーミング

歓送の静態をいいます。� 

※4 r帯横型放送」とは、農協般備において受信“蓄積し、'その蓄積

された瞥組やコンテンツ恋、任殺の時間に捜聴する� ζ と轡想定した

放i畿の形態を言います。� 

3 




争器証

有料放送サーピスの加入者を認証するための仕組み(認誌の実施者及び認

証方法〉を具体的にご記入ください。なお、受信設構ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。� 

i 1  

(記載例〉犠数の委託敢送事業者で共通するプラットフオーム会社文は畳

能放送事業轡!こ委託することを母語。

〈診課金

者料放送サーゼスの加入饗に対して課金する仕組み〈窃聴臨肢の揺護や料

金@]1課の斑施者及びその方港〉を異体的にご記入ください。なお、受信設鵠

ごと!こ異なる場合はそれぞれ記載してください。

(記載iJl	D機数の委託放送事業者で共通するプラットフオャーム会社又は受

託撤退事業者に壊託する� ζ とを希望。� 

(7)災饗情報の提供〈意見公選挙事墳の r7倫議託按送事業者による災審情報

の提供についてj関議〉


合災害情報提棋を強化するための具体的方策を検討していますか。
 

lA検討し吋 	  i 
② 	ヨ〉でAと回答した方のみ、ご自答ください。


異件的にどのような方策を検討していますか。


既存のアナログFM放送と伺様に、災?き擢回報の提供iこつとめます。

また、「ラジオと地域情報メディアの今後に模する研究会報告番Jの提

言iとあるように、器・自治体レベルの強力な文療による「安心安全コモ

ンズjのような共通基盤が構擁されるのであれば、積期的に活馬、より

詳細な災害槽報の提供は務めます。




(5)想定する受借設備

①想定している受信設備を記載してください。

車輪型受{設機(カーナピiこV-LOW受器機能が鎧み込まれているもの、

等)

フォトプレームやタブレット型受講機。
 
f放送ノレータ慰j受講接 ※放送波で受信したコンテンツを� Wi-Fi経

由で家臆舟甑惜し、既存の� Wi-Fi搭載機器で受信するもの。ス?ート

フォンを舎む。

@受信設備に必要となる条件を記載してください。 

m-能 |

{記載弼)有料放送に関する認証・課金を擬施するため、通信田線恋持つ

受儲設備が必要。� 

( 6 )認証・課金(意見公募事項の r6.要託技選義務壌環のための共通事諜

器盤についてj 罷探) (礎科歓送サーピスを計臨している方がご回答くださ

い。〉

守〉加入手続

制聴者が者料放送サーピスを利用するために必棋となる利用申込みの方j去

を具体的にご記入ください。

[ 一
〈記載倒� 1)携帯鷺話端来を費電設慣として利用する場合、①携帯電制の

頭売庸において新機種購入時等に番困!こて加入申込みを行う方

法文は②撫帯閣制のインターネットサーピスのポーヲルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。

(記載例 2)護数の護託般送事業者で共通するプラットフオーム会社又は

受託放送事業者に嚢註することを希望。� 

4 




③ 	 守〉でsと回答した方のみ、ご摺替ください。


今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。


{記麓例)災帯構報強化のための設備やスキームを各委託故送事業者が整

協する1-とは#効率なので、複数の摂託故送事業者が共同で利照で

きるプラットフオーム機能を提供する者が存在するようにする。

(お〉その他

①放送の補完管行う還需サ…ピス

蓄積摺数送番組の一部が龍波環壊等!こより欠落した場合、通f言語線をi鼠じ

て当競欠濃部分安補擁的{こ耳元掲できるよう!こするサーピスを提供することを

検討していますか。f予定していなし

②サービスの開始時期

寄託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、指験期間中{こ想定容れる主な作撲内容及びその期間も併せて

記入してください。

当初はアナログ放送のサイマノレから爽擁しますので、議託敢送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約� 1年と考えています。

(記載観)約 1母簡を慧定。なお、盛要な作業iま下記のとおり。

-課金総経システムの構築に約 Oヶ ~o

-放送番組の確保(番組襲作及び番組購入、権利処穂等) fこ約0ヶ月� 

.法告・宣伝準鵠!こ約Oヶ男。

金その偽

その畑、� V-LowVルチメディア放送に係る委託般送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。

以上� 

8 

0
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

名称：㈱エフエム・ノースウエーブ 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

株式会社エフエム・ノースウエーブ 

 

北海道 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

Ｃ （１／５セグメント程度）を希望 

「音声＋データ」によるＦＭアナログラジオサイマル放送を予定。 
放送については、広告収入による無料放送を想定しています。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 － －  

１００ 

－ － 

音響 －   ９０ ９０ － － 

その他 － １０ １０ － － 

蓄積型放送 

映像 － － － 

－ 

－ － 

音響 － － － － － 

その他 － － － － － 

その他 － －  － － － 

サービス全体 － １００  １００ － － 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

モバイル＆ポータブル端末（携帯電話、携帯プレイヤー、携帯ラジオ、携帯ゲーム機、ポータ

ブルワンセグ、キッチンラジオ他）、車載ラジオ、ワンセグ／フルセグ付カーナビ、オーディオ

コンポ、パソコン、ＵＳＢチューナー、デジタルフォトフレーム、タブレットＰＣなど 

「音声＋データ」のリアルタイム放送サービスを受信するための設備 
（現行「ワンセグ」受信機能＋α） 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

音声放送による災害情報の提供。ＡＣによる緊急地震速報の伝達。 
さらに、市町村レベルの詳細情報発信を求められた場合は、地元ＮＨＫとの連携、 
ラジオ研究会報告書で提言されているＡＳＰを利用する。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

認定から概ね１年～１．５年と想定。（受託事業者の置局計画に拠る） 
・ 委託放送業務用の設備購入・番組供給者の選定・契約・データ放送等の制作体制

及び送出体制の構築・広告宣伝活動。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエムラジオ新潟 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

株式会社エフエムラジオ新潟 

 

新潟県一円 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ その他（１／４セグメント）を希望 

◇サービス概要 
 既存アナログＦＭ放送の同時放送（サイマル放送）とし、無料の音声

放送を実施します。 
 
◇ビジネスモデル 
 無料放送による広告モデルで実施します。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００％  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

◇車載型受信機（カーナビにＶ－ＬOW 受信機能が組み込まれているも

の等） 
◇フォトフレームやタブレット型受信機 
◇放送ルーター型受信機（放送波で受信したコンテンツをＷｉ－Ｆｉ経

由で家庭内配信し、既存のＷｉ－Ｆｉ搭載機器で受診するもの） 

Ｖ－ＬＯＷ受信機能が必要 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存アナログＦＭ放送と同様に災害情報の提供に努めます。また、ラジ

オ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が構築される

のであれば、積極的に活用し、よりきめこまかな災害情報の提供に努め

ます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

約１年と考えております。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：新潟県民エフエム放送㈱ 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 
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（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

新潟県民エフエム放送株式会社 
 

既存株主を想定 
比率に関しては検討中です。 

県域を希望 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ その他 

  １／４から１／３セグメント 

音声優先セグメントにおいてサイマル放送を実施する想定しているた

め、データ放送、ブロードバンドネットワーク等にも対応、音響にも付

加価値を探り、検討してゆきたい。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※将来アナログ放送からⅤ－Ｌｏマルチメディア放送の音声優先セグメントへ

の完全移行の場合は無料放送を考えます。 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像    
有料  0% 

無料 100% 

  

音響 0 100 100   

その他      

蓄積型放送 

映像    

 

  

音響      

その他      

その他       

サービス全体 ０ １００  １００   



6 
 

 

（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

主に音声受信限定機や携帯電話端末を想定。カーナビゲーション、アプ

リ対応のアンドロイド携帯、タブレット端末に搭載されることも想定。

ブロードバンドネットワークなどの対応をする場合は音声聴取時のマ

ルチタスク動作、データ通信による放送波の補完機能も考えます。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

現在、ＮＴＴ様、ＮＴＴdocomo 様、地方行政等との連携を考え昨年よ

り災害対策連絡会に参加して検討しています。 

Ａ 検討している。 



8 
 

 

③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

音声優先セグメントの参入であれば、受託放送事業者の動向にあわせて

実施できるようにしたい。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム香川       

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

株式会社エフエム香川 
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いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

 

 

 

C 

1/4 セグメント（100kbps 程度を想定） 

香川県 

サービス概要 
アナログ FM ラジオ放送の同時放送（サイマル放送）と、音声放送に連動

した楽曲情報・文字情報程度のデータ放送 
 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデル 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０  

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

・車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているも

の、等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経
由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW１セグメント受信機能、１セグメント以下の帯域の部分受信も

しくは部分再生機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

系列局でもある JFN 各局の報道部門などとの協力連携体制や、既存の

アナログＦＭ放送と同様に関係自治体との連携体制を構築し、迅速にき

め細かい情報提供が出来るよう、検討を進めております。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

約１年を想定。 
演奏所設備構築テストに約１年。 
平行して、放送コンテンツの準備、契約等に約６ヶ月。 
宣伝準備に約６ヶ月。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：長野エフエム放送株式会社 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国展開につい

て」関係） 

  

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者による音声や音

楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称又は名称未

定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してください。今

後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していますか（複数回

答可）。 

 

 

 

 

長野エフエム放送株式会社 

 

長野県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及びＡ（１セグ

メント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を希望する旨

回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごとに希望する周波数が分

かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、そのコンセ

プトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）について記入してくだ

さい（別添として、資料やイメージ図をご提出いただいても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 連結されていない１セグを○セグメント 

Ｂ ３セグ連結を△個（合計□セグメント＝３セグ×△） 

○Ｃ  その他 ⇒ １／４セグメント程度 

＜サービス概要＞ 
現在のアナログＦＭ放送と同じく、無料の音声放送を想定しています。また、当

面はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施予定です。加えて、音

声放送に絡めた楽曲情報やデータ放送も考えています。 
 
＜ビジネスモデル＞ 
無料放送の元での広告モデルで実施予定です。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービス内容ごと

に割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となるように記載してくださ

い。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分かる範囲で「委

託放送事項」の欄と関連させて記載してください。なお、パック料金等を検討

している場合は、欄外に別に記載してください。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ放送で行わ

れているような逐次（リアルタイム）のストリーミング放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積された番組

やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した放送の形態を言います。 

 

 

 

（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００ ０  

携帯電話端末、カーナビなどの車載型受信機、フォトフレーム及びタブレット型

受信機を想定しています。 
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（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわゆるタブレ

ット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ受信設備が

必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業基盤につい

て」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答ください。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法を具体的

にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の販売店にお

いて新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方法又は②携帯電話の

インターネットサービスのポータルサイトから加入申込みを行う方法を

検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受託放送事

業者に委託することを希望。 

②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認証方法）を

具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそれぞれ記載してくださ

い。 

Ｖ－Ｌｏｗ受信機能 
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（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受託放送事業

者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料金回収の実

施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受託放送事業

者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報の提供につ

いて」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

 

 

現在のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供に努力いたします。 
また、「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会」報告書で示されました

「公共コモンズ」のような機関が構築されるのであれば、積極的に利用したいと

考えています。 

 

○Ａ  検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整備すること

は非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用できるプラットフォー

ム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じて当該欠落

部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してください。ま

た、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・想定してい

るものがあれば記入してください。 

 

当面は現在のアナログＦＭ放送のサイマル放送を始めますので、委託放送事業者

としての設備構築が出来次第と考えています。期間は 1 年程度を想定しています。 

Ａ 検討又は予定している。 

○Ｂ  そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社ＺＩＰ－ＦＭ 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 
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（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

株式会社ＺＩＰ－ＦＭ 

 

「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」に拠るとこ

ろの中京広域圏 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ （１／５セグメント程度）を希望 

・「音声＋データ」によるＦＭアナログラジオサイマル放送 
 （１／５セグメント程度） 
・広告収入による無料放送 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 － － － 

１００ 

－ － 

音響 － ９０ ９０ － － 

その他 － １０ １０ － － 

蓄積型放送 

映像 － － － 

－ 

－ － 

音響 － － － － － 

その他 － － － － － 

その他 － －  －  － 

サービス全体 － １００  １００  － 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

モバイル＆ポータブル端末(携帯電話、携帯プレイヤー、携帯ラジオ、

携帯ゲーム機、ポータブルワンセグ、キッチンラジオ…)、車載ラジオ、

ワンセグ／フルセグ付カーナビ、オーディオコンポ、パソコン、USB
チューナー、デジタルフォトフレーム、タブレット PCなど 

「音声＋データ」のリアルタイム放送サービスを受信するための設備 
（現行『ワンセグ』受信機能＋α） 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

・音声放送による災害情報の提供。 
・AC(AuxiliaryCh）による緊急地震速報の伝達。（遅延をより少なくす

る新方式）さらに、市町村レベルの詳細情報発信を求められた場合は、

（地元）NHK との連携、ラジオ研究会報告書で提言されている ASP
（的な組織を）利用する  

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

認定から概ね 1 年~1.5 年と想定（受託事業者の置局計画に拠る） 
・委託放送業務用の設備購入・番組供給者の選定･契約・データ放送等の制作体制

及び送出体制の構築・広告宣伝活動 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム青森             

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

 

株式会社エフエム青森 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

青森県 
 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供に努めます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、きめ細かい災害情報

の提供に努めます。 

Ａ 検討しています。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定しておりません。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

エフエムインターウェーブ株式会社 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 
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（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

エフエムインターウェーブ株式会社 
※ただし、近隣複数県の放送事業者で新たな放送事業会社を設立して参入したい

自社の場合、株式会社テレビ東京 100％ 
※ 近隣複数県の放送事業者で新たな放送事業会社を設立した場合は未定 

関東広域ブロックを希望します。 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ その他  １／４から１／３セグメント 

音声優先セグメントでのサイマル放送を開始することを想定しており、

開始後にデータ放送や無線ネットワークやブロードバンドネットワー

クなどの対応を想定して、ＳＮＳ対応やＥコマースとの連動を検討して

いきたいと思っております。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※ 現時点においては、アナログ放送から最終的にＶ－Ｌｏｗマルチメディア

放送の音声優先セグメントへ完全移行する場合には無料放送を考えておりま

す。 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像    
有料 0％ 

無料 100％ 

  

音響  100 100   

その他      

蓄積型放送 

映像    

 

  

音響      

その他      

その他       

サービス全体  100  100   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

音声受信限定機やカーナビゲーションのほか、アプリ対応によるスマ

ートフォンやタブレット端末を想定しております。 

無線ネットワークやブロードバンドネットワークなど対応の場合、音

声聴取時のマルチタスク動作、データ通信による放送波補完機能も必須

と考えます。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

 

 

以上 

受託放送事業者や自治体と連携した公的情報連携アプリケーションサ

ービスプロバイダ機能の検討。 

音声優先セグメントへの参入であれば、受託放送事業者の試験電波発射

時には間に合わせられます。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：天神エフエム㈱ 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 
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（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

天神エフエム株式会社 

 

九州ブロック、北部九州エリア、福岡県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 連結されていない１セグを○セグメント 

Ｂ ３セグ連結を△個（合計□セグメント＝３セグ×△） 

Ｃ その他 

 



5 
 

 

②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 Ａ Ｈ Ａ＋Ｈ 
Ａ～Ｃ及び

Ｈ～Ｊの和 

  

音響 Ｂ Ｉ Ｂ＋Ｉ   

その他 Ｃ Ｊ Ｃ＋Ｊ   

蓄積型放送 

映像 Ｄ Ｋ Ｄ＋Ｋ 

Ｄ～Ｆ及び

Ｋ～Ｍの和 

  

音響 Ｅ Ｌ Ｅ＋Ｌ   

その他 Ｆ Ｍ Ｆ＋Ｍ   

その他 Ｇ Ｎ  Ｇ＋Ｎ   

サービス全体 Ａ～Ｇの和 Ｈ～Ｎの和  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：関西インターメディア株式会社 

   

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 
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（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

関西インターメディア株式会社 （FM COCOLO 76.5MHz） 

関西電力 6.38% 三井住友銀行 4.26% その他４1社 

近畿広域ブロック 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ その他   （１／５セグメント程度）を希望 

 

 

・「音声＋データ」による FM アナログラジオサイマル放送 

（１／５セグメント程度） 

同一帯域でマルチメディア放送向けに一部番組の差替えなどを含む 

・広告収入による無料放送 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ― ―  

１００ 

― ― 

音響 ― ９０ ９０ ― ― 

その他 ― １０ １０ ― ― 

蓄積型放送 

映像 ― ― ― 

― 

― ― 

音響 ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― 

その他 ― ―  ― ― ― 

サービス全体 ― １００  １００ ― ― 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

モバイル＆ポータブル端末（携帯電話、携帯プレーヤ、携帯ラジオ、携

帯ゲーム、ポータブルワンセグ、など）車載ラジオ、カーナビ、オーデ

ィオコンポ、パソコン、デジタルフォトフレームなど 

V-LOW 帯の「音声＋データ」のリアルタイム放送サービスを受信するた

めの設備（現行「ワンセグ」受信機能＋α） 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

音声放送による災害情報の提供。 

 自治体、NHK との災害協定などは締結済み。各災害情報をもとに、外

国語ラジオ局として、日本語のみならず、外国語にて各災害情報を放送

することを検討している。

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

認定から概ね１年～１．５年と想定（受託事業者の置局計画による） 

・委託放送業務用の設備購入・番組供給者の選定・契約・データ放送な

どの制作体制及び送出体制の構築・広告宣伝活動 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：エフエム北海道 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

 

株式会社エフエム北海道 

㈱中日新聞社 17%、北海道テレビ放送㈱14%、㈱北海道新聞社 10%、

北海道文化放送㈱6%、㈱北洋銀行 4%、㈱エフエム東京 4%、㈱電通

北海道 4%、㈱博報堂 DY メディアﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 4%他 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

北海道 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ １／４セグメント（＝１００Ｋｂｐｓ程度想定） 

サービス概要 
既存のアナログ FM 放送と同様に、無料の音声放送を実施致します。 
当初はアナログ FM 放送と同時放送(サイマル放送)を実施致します。 
音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデーター放送を付加致します。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルを予定しています。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 0 0 0 

100 

0  

音響 0 90 90 0  

その他 0 10 10 0  

蓄積型放送 

映像 0 0 0 
0 

 

0  

音響 0 0 0 0  

その他 0 0 0 0  

その他 0 0  0 0  

サービス全体 0 100  100 0  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

タブレット型受信機、車載型受信機、フォトフレーム型受信機など 

V-LOW マルチメディア放送受信機 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログ FM 放送と同様に、災害情報の提供に努めます。また、

ラジオ研究会報告書で示された「安全安心公共コモンズ」のような機関

が構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい

災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

委託放送事業者としての設備構築試験に、認定から概ね 1 年と想定。 

Ｂ そのような予定はありません。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム仙台             

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム仙台 

多田基久（10.5%）,㈱河北新報社（10.0％）、㈱読売新聞東京本社（8.0％）

㈱フジ・メディア・ホールディングス（8.0％）、㈱大和証券グループ本

社（7.0％）、㈱第一エージェンシー（7.0％）、㈱朝日新聞社（5.5％）、

㈱エフエム東京㈱（4.0％）、文化堂㈱（3.0％）、ベルモードスズキ

（3.0％）、大井 祐（3.0％）、堀田真紀（3.0％）ほか（平成 22 年 9 月末時点）
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

宮城県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  



5 
 

 

（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 

有料放送は現段階では考えておりません。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供に努めます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、きめ細かい災害情報

の提供に努めます。 

Ａ 検討しています。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定しておりません。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム大阪             

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

Ｃ その他 1/4 セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定） 

株式会社エフエム大阪 

日本電波塔（株）20%、大阪府 10%、大阪市 10%、（株）朝日新聞社

10%、（株）電波新聞社 10%、阪急阪神ホールディングス 10%、関西電

力（株）5%、大阪瓦斯（株）5%、ダイキン工業（株）5%、南海電気

鉄道（株）5%、讀賣テレビ放送（株）5%、その他 5%（平成 22 年 10
月現在） 

近畿広域圏 
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（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

サービス概要 
・ 現行のアナログ放送に文字データを加えた放送を想定しています。

・ 地域コミュニティとの双方向性のある番組の放送を予定していま

す。 
 
ビジネスモデル 

無料放送による広告モデルを予定しています。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ ０ 

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

・携帯電話型受信機 
・車載型受信機 
 （カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 

V-LOW マルチメディア放送受信機能 

有料放送は現段階では考えておりません。 

有料放送は現段階では考えておりません。 

有料放送は現段階では考えておりません。 
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（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

 

 

 

以上 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で記載された「安心安全公共コモンズ」のよ

うな機関が構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、きめ細か

な災害情報の提供に努めます。 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ そのような予定はない。 

Ａ 検討している。 

  現在、V-Low マルチメディア放送のサービス内容について様々な側

面から検討しています。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：広島エフエム放送株式会社             

 

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島エフエム放送株式会社 

㈱広島東洋カープ 16.25%  ㈱カルピオ 9.96%   

㈱中国新聞社 8.10%  松田 弘 7.30% ㈱エフエム東京 5.00% 

㈱読売新聞大阪本社 4.55%  ㈱朝日新聞社 4.00% 

㈱テレビ新広島 3.55%  中国電力㈱ 3.30% 

㈱広島銀行 3.30%  ㈱ニッポン放送 2.60%   

㈱もみじ銀行 2.40%  ㈱中電工 2.20%  広島ガス㈱ 2.20% 

広島テレビ放送㈱ 2.20%  その他 23.09%（平成 23 年 1 月現在）
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

C 

1/3 セグメント 

広島県 

サービス概要 
アナログ FM ラジオ放送のサイマル放送と音声放送に連動したデータ放

送 
 
 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデル 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０  

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

・車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているも

の、等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経
由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 
・携帯電話内蔵型受信機 
・携帯・据え置き型専用受信機 
・PC 外部接続型受信機 

V-LOW１セグメント受信機能、１セグメント以下の帯域の部分受信も

しくは部分再生機能 

有料放送は現段階では考えておりません。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供に努めます。 
また、ラジオと地域メディアの今後に関する研究会の報告書で示された

「公共コモンズ」のような機関が構築されるのであれば、積極的に活用

させて頂き、よりきめの細かい災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能ですが、放送連動のデータ放送システムのコ

ンテンツ準備、テスト等の作業に約１年と考えております。 
 

B そのような予定はない 



V…し� owマんチメヂィア放i援に保る巻善入肴翠等調査 髄査票

氏名又誌名称、:株式会社C問OSSFM 

1. 受託冨内放送に係る参入希望〈意見公募事項の� r3. 受託国内放送の全面

展開についてj 関保)� 

(1)参入主体

①参入主体の氏名又は名称

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、伎称

又iま名称未定等でも構いません。

〈記載例� 1)ra a株式会社j


(記載偶 2)rbb樟式会社(今後設立予定)J


②参入主体の主な出資者

参入主体0)主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の誌率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での懇意で構いません。

(記載例)rb b株式会社� 55%、cc株式会社� 45%(平或 22年� 11月末

時点)J 

(2)希議する放送対象地域及び周波数害域幅

いずれのブ羽ツク又は黒への議参入を希望していますか〈棲数回答耳)。

※全ての都道府操及び全てのブロックに参入を希盟する場合はその論。

参入を母望するブEック又は県について希望する周波数帯域があれば、� 

1 



(3)激増の開始時期、設備整備の進展の展望等

開設計語の認定又は鍛練賭の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の顛需が必饗と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに裂する期間も併せて記載してください。さらに、敢

送開始以降の設備整備の瀧擦の展望についても併せて記載してください。

〈記載夢D予講免許から 1年で 3ブロックにおいて放送を開始(設備態

講〉。数送開始から 3年で政令指定都市で肱迭を実現、 5年で全

国の平均世帯カバー率 80%で故迭を実理。 

(4)受託放送役務の提供条件の開示の時期

委託放送業務への捗入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

俸の提鉄条件を開示でき?る時期は、いつごろ後惣、定していますか。

(記載例) r開設計醸の申誇詩又は免許期鵠時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への番人を希望する方から穂郡江

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。 J 

?... 



2幽委託放送業務に探る議参入希望{態克公募端墳の� r4. 委託放送事業者によ

る音声や吾楽の放送についてj 関係)

くり参入主体

①参入主体の氏名又iま名称

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予控の場合、張者:

又iま名称未定等でも構いません。� 

|…CROSS FM 

(記載備 1) ra a掛式会社j


〈記載例� 2)rb b株式会社(今後設立予定)J


②参入主体の::i::な出資者

容入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合法、現時点での想、定で構いません。� 

1 1  
{記載拶'IJ) rb b株式会社� 55%、� cc株式会社� 45%(平成 22年� 11月末

詩点)J 

(2)希望する放送対象地域

いずれのブ口ック若しく詰県を放送対象地域とすることを希望していま

すか(機数回答蒋入

福岡県金域友び、大分翼、出口県、佐彊果、熊本県のそれぞれ一部� 
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(3)希望する周波数

希望する賜波数を記載してください。� 

i 一一望� |
C 仰� 1

(間載f1J1) rA (4セグメント)を希望j

〈記載供� 2)rB(合計3セグメント= 3セグ� x1)及びA( 1セグメント)J

を希望

(記載伊~ 3)r関東ブロックではB(合計6セグメント=3セ夕、� x2)及び 
  

A (1セグメント)、近畿ブ[JツクではB (合計3セグメント
 

=3セグx1)を希望J
 

※ 	 r(2)希望する披送対象地域jで機数の放送対象地域への議参入を

希議する量盟饗された方iま、(記載例� 3)のように放送対象地域ごと

に希望する罵波数が分かるように記載してください。� 

(4)事蟻概要について

ヨ)V Lowマルチメディア放送において拠現するサービスや事業モヂル等� 

V-Lowマjレチメディア敢送において組定しているサービスについて、


そのコンセブトやサーピス概要、ビジネス事ヂjレ(収益を確保する仕組み)


について記入してください(間添として、資料やイメージ図をど提出いただ


いても構いません。)。


音声� (FMアナ叩グラジオサイマル) +データ 放送
誌告収入による無料提送� 
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②想定している放送サービス内容

想定しているサービスの内容について、以下の表iこ龍入してください。

ミJ 

放送全体に点める割合(%)

サービスの割合
取り扱うそ予定のサ…ピス 合計、{号令) 価格帯 委託放送事項

リアルタイム

型紋滋

蓄積型放送

その他

サービス全体

有料放送 無料放送� (%) 

映像

音響� 95 95 100 

その他� 5 5 

映像

音響

その他

ト………� 

100 ょぞケ.---:� 100 

来� 1 r放i議全体iこ占める融合� (%)J欄lまぜ褒時慮で想定するサーピ

ス内容こごとに割合を記載してください� (A-Nの和が� 100%となる

ように記載してください。〉� 

※2 r価格帯j離は、有料/無料の別を明示したよで、現時点で分か

る箪冨で「餐託放送車欄Jの摺と関連させて記載してください。な

お、パック料金等密検討している場合は、欄外に}jIJlこ記載してくだ

さい。� 

l※3. r)アルタイム型放送Jとは、環症の地上テレピジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次〈ソアルヲイム)のストリーミング

，放送の形態をいい旗す。� 

※4 r蓄積型放送j とは、受憐設構において受雲・議機し、その欝積

された番紹やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を奮います。� 
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(5)懇定する紫器設犠

①想定している受信設錨を記載してください。

モバイル端米、車載ラジ才、ワンセグ、カーナゼ、
オーヂィオ:コンポ、パソコン、� USBチューナ…、タブレットPζ
デジタルフォトフレーム 等

(記載例 1)携帯電話端末のみを想定。

(記載例公)主に携帯電話端末を想定。その倒カーナゼゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。

(記載耕IJ3)既存命端末でiまなく、新たな端3択を想定。

@受龍殻繍iこ必饗となる条件を記載してくだdい。

「欝声+ヂータj のりアルタイム殺滋サービスを受告するため設講

(記載例)有料放送に関する認証・課金を翼擁するため、通電呂績を持つ

受信設備が必要。

くち〉語、経鱒課金{意晃公募事現の� r6.欝祇放送業務展開のための共通事業

議接iこついてj 欝集) (有料放送サーゼスを計調している方がご回答くださ

い。〉

ぐむ加入苧綾

視聴者が事料放送サーピスを制期するためiこ必要となる孝IJ黒申込みの方法

を奥体的にご記入ください。

〈記載例� 1)握帯電話端末を受儒設備として利用する場合、①携帯電悶の

薮莞宕において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又iま争携帯意話のインターエトットサービスのポータルサイト

から加入申込みを仔う方法を検討中。

(記載伊~ 2)複数の蓑託放滋犠業者で共遥するプラットフオーム会社又は

受託放送事業者i二議配することを肴望。� 
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争諒誌

有料放送サービスの加入者を総証するための仕組み〈語、献の擬態者及び認


担方法)を異体的にご記入ください。なお、受儒設構ごとに興なる場合はそ


れぞれ部離してください。


(記載僻〉複数の委託放送事業者で共通するプラットフオーム会社又は受

託放送事業者iこ委託することを希望。

③課金

有料放滋サービスの加入者iこ対して課金する仕組み〈捜聴履歴の把握や料


金田戦の実施者及びその方法)を異体的にご記入ください。なお、受信設講


ごとに異なる場合はそれぞれ知識してください。


(記載例)複数の委託放送事業者で共通するプラットフオーム会社又は受

託放送事業者iニ委託することを場謀。� 

(7)災響情報の提供(意見公募事棋の r7. 委託放送事業者による災害檀報

の提供についてj 鰐様〉

①災害構報擬供を強化するための具体的方織を検言していますか。� 

l |
A検討…�  

争① でAと自答した方のみ、ご田容ください。


異体的にどのような方策を検討していますか。


音声裁滋比よる災害靖報の提供
緊急接鍵漉報の伝憲� 
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③舎で  sと盟接した方のみ、ご自答ください。


今後検討される場合に、どおような方策が想定されますか。


(記載例)災詩情報強化のための設舗やスキームを各委託敢送事業者が整

備することは非効率なので、権数の饗託放送事業者が共同で事j用で

きるプラットフオーム機能を掘供する者が将裂するようにする。 

(8)その{忠

告〉放送(J)構諮を行う通常サーどス

欝績製披送番組の一部会t電波環境等により欠議した場合、通信回線を通じ

て溜骸欠瀦部分を補完的 iこ取得できるようにするサーピスを提供することを

検討していますか。

日そのような予定はない。

@サーピスの開姑時期

欝託按i議事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該悪罵中 iこ想定される主な作業内容及びその期間も併せて

間入してください。

協定かも概ね 1.......1.5年を想定
橋組供給者との契約、デー骨抜滋等の事j作体制の種築、広告宣伝活難

(記載例)約 1年聞を想定。なお、必要な作業iま下記のとおり。

-課金認証システムの構築に約0ヶ月 o

-放送番組の確保(番組製作及び棒組購入、権幸IJ処理等)に約Oヶ舟 0

.広告・宣伝準備に約0ヶ月。

ゆその地

そ(J)他、 V-Lowマルチメヂィア故濯に保る委託放送業務として検肘・

想定しているもおがあれば記入してください。

以よ 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム秋田       

 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム秋田 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

秋田県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０％ ８０ ０  

その他 ０ ２０％ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム東京       

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

株式会社エフエム東京 
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すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

関東広域圏（東京、千葉、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城） 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６7％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：   (株)ベイエフエム         

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 
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参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

(株)ベイエフエム 

(株)ベイエフエム他 

首都圏（関東地方）ブロック 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 連結されていない１セグを○セグメント 

Ｂ ３セグ連結を△個（合計□セグメント＝３セグ×△） 

Ｃ その他 １／３セグメント程度 

データを付加した FM 放送のサイマルを中心に構成。（広告収入による

無料放送）蓄積型放送も検討。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像    

90 

  

音響  80 80   

その他  10 10   

蓄積型放送 

映像    

10 

  

音響  10 10   

その他      

その他    Ｇ＋Ｎ   

サービス全体  100  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

携帯電話、携帯端末、車載受信機、ＰＣ、オーディオセット、TV 受像

器 

リアルタイム音声放送と同時にデータを表示。蓄積型放送を受信、蓄積、

再生する機能。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

音声及びデータ画面での災害情報の提示。災害情報収集のためのスキー

ム（ASP）については公的に整備されるべきである。 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

6 ヶ月程度 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社 エフエム長崎  

 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

  

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム長崎 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

長崎県 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６7％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの。スマート

フォンを含む。 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」の提

言にあるように、国・自治体レベルの強力な支援による「安心安全コモ

ンズ」のような共通基盤が構築されるのであれば、積極的に活用、より

詳細な災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えています。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：静岡エフエム放送株式会社 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

静岡エフエム放送株式会社 

スズキ株式会社 19.91%、株式会社スズキビジネス 5.83%、ヤマハ株

式会社 4.04%、株式会社静岡新聞社 3.5%、株式会社静岡銀行 3.5%、

日本経済新聞社 3.33%、遠州鉄道株式会社 3.17%、静岡瓦斯株式会社 
3.17%、静岡鉄道株式会社 3.17%、鈴与株式会社 3.17%、日本製紙株

式会社 3.17%、はごろもフーズ株式会社 3.17%、株式会社中日新聞社 
3.06%、株式会社朝日新聞社 3.06%、（株）読売新聞東京本社 2.63%、

ヤマハ発動機株式会社 2.63%、本田技研工業株式会社 2.5%、スルガ銀

行株式会社 2.19%、その他 24.88% 
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すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ その他 1 セグメントの 40 パーセント 

静岡県 

サービス概要： 
複数の音声チャンネルと付帯するデータ放送を予定しています。 

 
ビジネスモデル： 
無料放送による広告モデルを予定しています。 

 



3 
 

 

②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 0 0 0 
Ａ～Ｃ及び

Ｈ～Ｊの和 

  

音響 0 80 80 無料  

その他 0 20 20 無料  

蓄積型放送 

映像 0 0 0 

Ｄ～Ｆ及び

Ｋ～Ｍの和 

  

音響 0 0 0   

その他 0 0 0   

その他 0 0  Ｇ＋Ｎ   

サービス全体 0 100  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

携帯電話・車載受信機・ＰＣ・タブレット端末・ポータブルラジオ・据

え置き型コンポーネントラジオを想定しています。 

通信によるダウンロードサービスへの展開（誘導）をするためのネット

ワーク接続が可能な機能が必要です。 

有料放送は現段階では考えておりません。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

有料放送は現段階では考えておりません。 
 

自社で保有する緊急情報システム（地震・津波・その他気象警報）の活

用に加え、ラジオ研究会報告書で記載された「安心安全公共コモンズ」

のような機関が構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、きめ

細かな災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討しています。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

Ｂ そのような予定はありません。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社ＦＭ８０２ 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

 

株式会社 ＦＭ８０２ 

 

 
  近畿ブロック 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

Ｃ （１／２セグメント程度）を希望 

・アナログサイマル放送を含む音声放送（＋データ）で１／２セグメン

ト程度を想定。 

・広告収入による無料放送。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ― ― ― 

９０ 

  

音響 ― ９０ ９０ 無料 
サイマルを含

む音声放送 

その他 ― ― ―   

蓄積型放送 

映像 ― ― ― 

１０ 

  

音響 ―  １０ １０ 無料 
ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾝﾃﾝﾂの

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

その他 ― ― ―   

その他 ― ―  ―   

サービス全体 ― １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

携帯電話、デジタルオーディオプレイヤー、タブレットＰＣ、カーナビ、

オーディオコンポ、デジタルフォトフレーム等 

「音声＋データ」のリアルタイム放送と蓄積型放送を受信するための設

備が必要。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

・音声放送による災害情報の提供 
・公的情報連携ＡＳＰを利用しての情報提供 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

認定から概ね１年から１年半と想定 

・放送番組の制作体制構築に約６カ月～９カ月 

・営業活動に約６カ月 

・広報、宣伝準備に約６カ月 

Ａ 検討又は予定している。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：㈱エフエム富士 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

名称未定 

検討中 

関東甲信越ブロック(具体的には、山梨及び東京を希望します) 



4 
 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 連結されていない１セグを○セグメント 

Ｂ ３セグ連結を△個（合計□セグメント＝３セグ×△） 

Ｃ その他 (1/4 セグメントなど 1セグメント未満の単位を希望します) 

音声放送を中心に、簡易動画、静止画像の提供、各種データ放送、クー

ポンサービス等 (有料・無料 



5 
 

 

②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 Ａ Ｈ Ａ＋Ｈ 

７０ 

未定 未定 

音響 Ｂ Ｉ Ｂ＋Ｉ 〃 娯楽等 

その他 Ｃ Ｊ Ｃ＋Ｊ 〃 報道等 

蓄積型放送 

映像 Ｄ Ｋ Ｄ＋Ｋ 

２０ 

〃 未定 

音響 Ｅ Ｌ Ｅ＋Ｌ 〃 娯楽等 

その他 Ｆ Ｍ Ｆ＋Ｍ 〃 報道等 

その他 Ｇ Ｎ  １０ 〃 未定 

サービス全体 Ａ～Ｇの和 Ｈ～Ｎの和  １００ 〃 未定 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）。 

携帯電話、スマートフォンを含む携帯端末、カーナビゲーション、PC
STB などを想定しています。 

無料放送に関しては、条件を求めません。 
有料放送に関しては、認証・課金を実施するため、通信回線を持つ受信

設備を必要とします。 

複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社、は受託放送事

業者に委託することを想定しています。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例） 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社、は受託放送事

業者に委託することを想定しています。 

複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社、は受託放送事

業者に委託することを想定しています。 

複数の委託放送事業者で共通するインターフェースを想定しています。 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

検討中 

Ａ 検討又は予定している。 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム愛知             

 

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社エフエム愛知 

日本電話施設株式会社１２．０％、株式会社中日新聞社９．５％、

株式会社朝日新聞社７．０％、株式会社毎日新聞社７．０％、東

邦瓦斯株式会社３．５％、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行３．５％、

トヨタ自動車株式会社３．５％、中部電力株式会社３．５％、矢

作建設工業株式会社３．５％、岡谷鋼機株式会社３．５％、名古

屋鉄道株式会社３．５％、株式会社御園座３．５％、その他３６．

５％（平成２３年１月現在） 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

Ｃ １/４セグメント（＝１００kbps 程度想定）程度 

 

中京広域圏（愛知、岐阜、三重） 
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（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

サービス概要 

・現行のアナログＦＭ放送と同様の同時放送（サイマル放送）を実施

いたします。 

・音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたしま

す。 

 

ビジネスモデル 

無料放送による広告モデルを実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ ０ 

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

・ 携帯電話型受信機  

・ スマートフォン型受信機   

・ 車載型受信機 

・ フォトフレームやタブレット型受信機 

 

Ｖ－Low マルチメディア放送受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

・ 現行アナログＦＭ放送で取り組んでいる報道体制の維持にて災害情

報の提供に努めます。 

・ また、ラジオ研究会報告で提案された「安心安全コモンズ」のよう

な機関が構築されるのであれば、積極的に連携、活用させて頂き 

きめの細かい災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく 

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

 

 

 

 

 

以上 

 

当初は、アナログＦＭ放送のサイマルから実施しますので、委託事業者

としての設備構築試験で可能です。 

約１年を想定しております。 

 Ｂ 予定していません。 

 

現在、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送の魅力あるサービス内容について 

様々の側面から検討しております。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社 エフエム大分 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

株式会社 エフエム大分 
 

未 定 

県域放送（大分県） 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 ＜検討中･未定＞ 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 Ａ Ｈ Ａ＋Ｈ 
Ａ～Ｃ及び

Ｈ～Ｊの和 

  

音響 Ｂ Ｉ Ｂ＋Ｉ   

その他 Ｃ Ｊ Ｃ＋Ｊ   

蓄積型放送 

映像 Ｄ Ｋ Ｄ＋Ｋ 

Ｄ～Ｆ及び

Ｋ～Ｍの和 

  

音響 Ｅ Ｌ Ｅ＋Ｌ   

その他 Ｆ Ｍ Ｆ＋Ｍ   

その他 Ｇ Ｎ  Ｇ＋Ｎ   

サービス全体 Ａ～Ｇの和 Ｈ～Ｎの和  １００   

１／４セグメント以上を希望 

 ＊現状のＦＭ放送以上の音質確保を希望 

既存のアナログＦＭ放送と同様内容をイメージ 
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

車載型受信機、携帯電話、ポータブル受信機、ＰＣ対応型受信機など 

Ｖ－Ｌｏｗ帯域受信 

未 定 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

未 定 

未 定 

現状放送と同様の内容 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

 

 特にありません。 

以上 

 

未 定 

未 定 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：㈱エフエム山陰 

 

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社エフエム山陰 
 

山陰中央テレビジョン放送株式会社 10.0％、日本海テレビジョン放送

株式会社 10.0％、株式会社山陰中央新報社 8.4％、株式会社ジャパンエ

フエムネットワーク 8.0％、株式会社フジ･メディア･ホールディングス

8.0％、株式会社新日本海新聞社 7.8％、株式会社読売新聞大阪本社

7.7％、株式会社山陰合同銀行 5.0％、中国電力株式会社 4.0％、株式会

社日本経済新聞社 3.3％ 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C １／４セグメント（＝１００kbps 程度想定）程度 
 

島根県および鳥取県 
 

サービス概要 
既存のアナログ FM 放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログ FM 放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたしま

す。音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたしま

す。 
 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

 

（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００ ０  

車載型受信機（カーナビに V-Low 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ＊放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-Low１セグメント受信機能、１セグメント以下の帯域の部分受信もし

くは部分再生機能 
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（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 
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（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

既存のアナログ FM 放送と同様に、災害情報の提供に努めます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させていただき、より肌理の細か

い地域災害情報の提供に努めます。 

 

Ｂ そのような予定はありません。 

 

Ａ 検討しています。 
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②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

約１年を想定しています。 
なお、必要な作業としては、委託放送事業者としての設備構築テストに

１年を見込んでおります。 
（上記に並行して、放送コンテンツの準備に約６ヶ月、広告・宣伝準備

に約６ヶ月も見込んでおります。） 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社 エフエム岩手      

 

 

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

北日本マルチメディア放送株式会社 

現時点での株主 
株式会社ジャパンエフエムネットワーク 17.65%、株式会社エフエム北

海道 11.76%、株式会社エフエム仙台 11.76%、株式会社エフエム福島

5.88%、株式会社エフエム青森 2.29%、株式会社エフエム岩手 2.29%、

株式会社エフエム秋田 2.29%、株式会社エフエム山形 2.29%、西日本

高速道路サービス・ホールディングス株式会社 5.88%、株式会社エヌ

ケービー5.88%、クワトロメディア株式会社 5.88%、ジョルダン株式会

社 5.88%、株式会社レーベルゲート 5.88%、株式会社ＥＭＩミュージ

ック・ジャパン 5.88%、本田技研工業株式会社 5.88% 
 
今後事業会社化の際に増資予定 
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いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

 

Ｂ  

 

３セグ連結を１個（３セグメント） 

北海道 並びに 東北６県（青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島） 
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（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

サービス概要 
３セグメントの帯域を 
・ 主に車載型受信機（カーナビ等）に対して、ドライバー向け交通情

報・安全安心情報と、ドライビングミュージックを提供するテレマ

ティクス連動チャンネル「Channel-Ve」(Channel-Vehicle) 
・ 主にタブレットやフォトフレーム型受信機に、地域情報と、音楽を

中心とした音声情報チャンネルを提供する、放送波による電子物流

チャンネル「Channel-Lo」(Channel-Logistics) 
３セグメントの帯域の中で、「従来の音声放送」と「新たなデータ配信

サービス」を密接に連携された新たなサービスを実施いたします。 
（添付資料参照） 
 
 
ビジネスモデル 
・ 車、家庭内（フォトフレームユーザー）を対象とした無料放送を軸

に、ターゲットを明確化した広告モデルとします。ストリーミング

放送部分の CM に加え、データ画面も広告の対象とします。 
・ 配信コンテンツに関しては、主にエンターテインメントコンテンツ

を中心とし、蓄積後に課金を行うファイルキャスティング型の有料

放送を実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

上記表内の価格帯は、コンテンツ毎都度課金の価格帯であり、これ以外に蓄積

型放送において、月額課金１０５円～５２５０円程度の価格帯のサービスを検

討しております。

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

６８ 

０  

音響 ０ ２０ ２０ ０  

その他 ０ ４８ ４８ ０  

蓄積型放送 

映像 ５ ５ １０ 

３２ 
１０５～

１０５０ 

 

音響 ５ ５ １０  

その他 ５ ７ １２  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １５ ８５  １００   



5 
 

（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

・車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
・フォトフレームやタブレット型受信機。 
・「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経
由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 
 

V-LOW３セグメント受信機能 

蓄積型のコンテンツ毎課金の場合は、都度課金であるため事前の加入手

続きは実施しない方向で検討中。 
月額課金などの場合は、インターネットのポータルサイトから申し込み

手続きをする、などの方向で検討中。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

携帯電話型受信機の場合は、携帯電話会社に鍵の配布を委託するため、

放送事業者としては不要。 
その他の受信機については検討中だが、原則鍵の配布を受信機関連機関

に委託するため、放送事業者としては不要。 

携帯電話型受信機の場合は、携帯電話会社の回収代行にて行う。その他

の受信機については検討中だが、クレジットカード等既存の決済機関を

利用した回収代行形式で実施。 

出資者でもあるＦＭ局の報道部門などとの協力連携体制や、通信サービ

スで災害緊急情報、交通情報を配信している出資各社との連携体制を構

築し、迅速にきめ細かい情報提供が出来るよう、検討を進めております。 
 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

約１年を想定。 
演奏所設備構築テストに約１年。 
平行して、放送コンテンツの準備、契約等に約６ヶ月。 
宣伝準備に約６ヶ月。 

Ａ 検討又は予定している。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム熊本        

 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

  

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム熊本 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）程度 

熊本県 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの。スマート

フォンを含む。 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」の提

言にあるように、国・自治体レベルの強力な支援による「安心安全コモ

ンズ」のような共通基盤が構築されるのであれば、積極的に活用、より

詳細な災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えています。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：㈱エフエム滋賀 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

予定はございません。 
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

株式会社エフエム滋賀 

㈱オプテックス、㈱京都新聞社、㈱滋賀銀行、㈱中日新聞社、 
びわ湖放送㈱、㈱平和堂、滋賀県 等 各 3.57％ 

滋賀県域エリアのみ希望いたします。 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 音声専用セグメント（１／２セグメント程度） 

・広告収入による無料ストリーミング音声放送（アナログ FM 放送の

サイマル放送） 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 0 0 0 

50 

  

音響 0 50 50  音声ｻｲﾏﾙ 

その他 0 0 0   

蓄積型放送 

映像 0 50 50 

50 

 音声補完番組

音響 0 0 0   

その他 0 0 0   

その他 0 0  0   

サービス全体 0 100  100   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

携帯電話端末、カーナビ、デジタルフォトフレーム、テレビ受像機等 

無料放送を想定しているため、V-Low 受信ができ、音声・動画・静止

画の再生機能のみ必要です。 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

滋賀県及び県内市町との防災協定締結により詳細な災害情報の提供に

努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

凡そ 1 年を想定しています。 
放送システムの構築 4 ヶ月、放送コンテンツの確保 4 ヶ月、事前の広

報及び営業活動 4 ヶ月 

 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：ＦＭ福岡  

 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

株式会社エフエム福岡 

九州電力㈱10％、岩崎建設㈱９．７５％、㈱岩田屋 6％、㈱読売新聞東

京本社６％、㈱西日本新聞社６％、ＲＫＢ毎日放送㈱６％、西日本信用

保証㈱５．５％、㈱朝日新聞社５％、㈱西日本シティ銀行５％、新日本

製鉄㈱４％ 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

福岡県、佐賀県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ   １／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定） 

サービス概要 
アナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施します。 
当初は、サイマル放送を実施します。 
音声に加え、楽曲情報、文字情報などのデータ放送を付加します。 
 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルを考えています。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ８０ ８０ ０  

その他 ０ ２０ ２０ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機 
携帯電話端末 
フォトフレームや、タブレット端末 

Ｖ-Ｌｏｗ受信機 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、よりきめの細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

 

Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

名称：兵庫エフエム放送㈱   

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域及び周波数帯域幅 

いずれのブロック又は県への参入を希望していますか（複数回答可）。 

※全ての都道府県及び全てのブロックに参入を希望する場合はその旨。 

参入を希望するブロック又は県について希望する周波数帯域があれば、

なし 

なし 
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それも記入してください。 

 

 

 

（３）放送の開始時期、設備整備の進展の展望等 

開設計画の認定又は無線局の予備免許から、実際に放送を開始するまで

にはどの程度の期間が必要と想定していますか。また、当該期間中に想定さ

れる主な工程及びそれに要する期間も併せて記載してください。さらに、放

送開始以降の設備整備の進展の展望についても併せて記載してください。 

 

 

 

（記載例）予備免許から１年で３ブロックにおいて放送を開始（設備整

備）。放送開始から３年で政令指定都市で放送を実現、５年で全

国の平均世帯カバー率８０％で放送を実現。 

 

（４）受託放送役務の提供条件の開示の時期 

委託放送業務への参入を希望する者に対して、受託放送役務の料金その

他の提供条件を開示できる時期は、いつごろを想定していますか。 

 

 

 

（記載例）「開設計画の申請時又は免許申請時には開示可能。それ以前の

時期においては、委託放送業務への参入を希望する方から個別に

問い合わせをいただければ可能な範囲で対応する。」 

 

なし 

なし 

なし 
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２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

兵庫エフエム放送株式会社 

株式会社ＳＲＣマネージメント（32.1％）、エフエム東京（19.2％） 

日本電波塔株式会社（19.2％） ほか 

県域、又は近畿広域 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（記載例１）「Ａ（４セグメント）を希望」 

（記載例２）「Ｂ（合計３セグメント＝３セグ×１）及びＡ（１セグメント）」

を希望 

（記載例３）「関東ブロックではＢ（合計６セグメント＝３セグ×２）及び

Ａ（１セグメント）、近畿ブロックではＢ（合計３セグメント

＝３セグ×１）を希望」 

※ 「（２）希望する放送対象地域」で複数の放送対象地域への参入を

希望する旨回答された方は、（記載例３）のように放送対象地域ごと

に希望する周波数が分かるように記載してください。 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ａ 連結されていない１セグを 1セグメント 

Ｂ ３セグ連結を△個（合計□セグメント＝３セグ×△） 

Ｃ その他 

○ サービス概要 
   既存、アナログ FM のサイマル放送。 
   楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加。 
 
○ ビジネスプラン 
   無料放送による広告モデル 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

（記載例２）主に携帯電話端末を想定。その他カーナビゲーション、いわ

ゆるタブレット端末に搭載されることも想定。 

（記載例３）既存の端末ではなく、新たな端末を想定。 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

スマートフォンやスマートパッド等を中心とする携帯端末や携帯電話、

その他パソコンにＵＳＢ等で接続する受信端末などを想定。 

様々なサービスを提供するにあたっては基本的に受信設備が通信回線

をもっていることを想定。 

未定 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存アナログ FM 放送同様、災害情報の提供を行う。ラジオ研究会で 
提案された「公共ｺﾓﾝｽﾞ」のような機関構築の場合は積極的に活用する。 

Ａ 検討している。 

Ｂ 検討していない。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と 
しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

A Ａ 検討又は予定している。 

B Ｂ そのような予定はない。 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム鹿児島        

 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

  

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム鹿児島 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

Ｃ 1／４セグメント（＝１００ｋｂｐｓ程度想定）以上 

鹿児島県 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６7％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの。スマート

フォンを含む。 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、「ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書」の提

言にあるように、国・自治体レベルの強力な支援による「安心安全コモ

ンズ」のような共通基盤が構築されるのであれば、積極的に活用、より

詳細な災害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えています。 

Ｂ 予定していない 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム徳島           

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

 

（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

株式会社エフエム徳島 

 社団法人徳島新聞社９．９％、四国放送株式会社９．９％、徳島県８％

他 

徳島県 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません）。 

 

 

 

Ｃ １／４セグメント（１００kbps 程度を想定） 

 

サービス概要 
・ 既存のアナログ FM ラジオ放送と同様に無料の音声放送を実施 

します 
・ アナログＦＭ放送とサイマル放送と音声放送に連動したデータ放送

を実施します 
 
 
 
ビジネスモデル 
・ 無料放送による広告モデル 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６７ ６７ ０  

その他 ０ ３３ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０  

 

音響 ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 ０ １００  １００   
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機 
「放送ルータ型」受信機 
※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経由で家庭内配信し、既存の

Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW１セグメント受信機能、１セグメント以下の帯域の部分受信 
もしくは部分再生機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

系列局でもあるＪＦＮ各局の報道部門などとの協力連携体制のみなら

ず、通信サービスで災害緊急情報、交通情報を配信している出資各社と

の連携体制を構築し、迅速にきめ細かい情報提供が出来るよう、検討を

進めております 
 

Ａ 検討しています 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

 

 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

約１年を想定 
演奏所設備構築テストに約１年 
平行して放送コンテンツの準備、契約等に約６ヶ月 
宣伝準備に約６ヶ月 

Ａ 検討又は予定しています 
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Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る参入希望等調査 調査票 

 

氏名又は名称：株式会社エフエム石川            

 

 

 

 

 

１．受託国内放送に係る参入希望（意見公募事項の「３．受託国内放送の全国

展開について」関係） 

 

 

２．委託放送業務に係る参入希望（意見公募事項の「４．委託放送事業者によ

る音声や音楽の放送について」関係） 

（１）参入主体 

①参入主体の氏名又は名称 

参入主体の氏名又は名称を記載してください。今後設立予定の場合、仮称

又は名称未定等でも構いません。 

 

 

 

（記載例１）「ａａ株式会社」 

（記載例２）「ｂｂ株式会社（今後設立予定）」 

 

②参入主体の主な出資者 

参入主体の主な出資者の氏名又は名称及びその議決権の比率を記載してく

ださい。今後設立予定の場合は、現時点での想定で構いません。 

 

 

 

（記載例）「ｂｂ株式会社 55％、ｃｃ株式会社 45％（平成 22 年 11 月末

時点）」 

 

株式会社エフエム石川 

株式会社北國新聞社１０%、株式会社中日新聞社１０％、 
学校法人金沢学院１０％、石川テレビ放送株式会社１０％ 
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（２）希望する放送対象地域 

いずれのブロック若しくは県を放送対象地域とすることを希望していま

すか（複数回答可）。 

 

 

 

 

石川県 
北陸広域圏（石川、富山、福井） 
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（３）希望する周波数 

   希望する周波数を記載してください。 

 

 

 

 

（４）事業概要について 

①Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において実現するサービスや事業モデル等 

Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送において想定しているサービスについて、

そのコンセプトやサービス概要、ビジネスモデル（収益を確保する仕組み）

について記入してください（別添として、資料やイメージ図をご提出いただ

いても構いません。）。 

 

 

 

未定 

サービス概要 
既存のアナログＦＭ放送と同様に、無料の音声放送を実施いたします。

当初はアナログＦＭ放送と同時放送（サイマル放送）を実施いたします。

音声に加え、楽曲情報、文字情報程度のデータ放送を付加いたします。

 
ビジネスモデル 
無料放送による広告モデルで実施いたします。 
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②想定している放送サービス内容 

想定しているサービスの内容について、以下の表に記入してください。 

 

 

※１ 「放送全体に占める割合（％）」欄は、現時点で想定するサービ

ス内容ごとに割合を記載してください（Ａ～Ｎの和が 100％となる

ように記載してください。） 

※２ 「価格帯」欄は、有料／無料の別を明示した上で、現時点で分か

る範囲で「委託放送事項」の欄と関連させて記載してください。な

お、パック料金等を検討している場合は、欄外に別に記載してくだ

さい。 

※３ 「リアルタイム型放送」とは、現在の地上テレビジョン・ラジオ

放送で行われているような逐次（リアルタイム）のストリーミング

放送の形態をいいます。 

※４ 「蓄積型放送」とは、受信設備において受信・蓄積し、その蓄積

された番組やコンテンツを、任意の時間に視聴することを想定した

放送の形態を言います。 

 

取り扱う予定のサービス 

放送全体に占める割合（％）
サービスの割合

（％） 
合計（％） 価格帯 委託放送事項

有料放送 無料放送 

リアルタイム 

型放送 

映像 ０ ０ ０ 

１００ 

０  

音響 ０ ６7％ ６７ ０  

その他 ０ ３３％ ３３ ０  

蓄積型放送 

映像 ０ ０ ０ 

０ 

０  

音響 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０ ０ ０  

その他 ０ ０  ０ ０  

サービス全体 １００ １００  １００ ０  
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（５）想定する受信設備 

①想定している受信設備を記載してください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末のみを想定。 

 

 

 

②受信設備に必要となる条件を記載してください。 

 

 

 

（記載例）有料放送に関する認証・課金を実施するため、通信回線を持つ

受信設備が必要。 

 

（６）認証・課金（意見公募事項の「６．委託放送業務展開のための共通事業

基盤について」関係）（有料放送サービスを計画している方がご回答くださ

い。） 

①加入手続 

視聴者が有料放送サービスを利用するために必要となる利用申込みの方法

を具体的にご記入ください。 

 

 

 

（記載例１）携帯電話端末を受信設備として利用する場合、①携帯電話の

販売店において新機種購入時等に書面にて加入申込みを行う方

法又は②携帯電話のインターネットサービスのポータルサイト

から加入申込みを行う方法を検討中。 

（記載例２）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は

受託放送事業者に委託することを希望。 

車載型受信機（カーナビに V-LOW 受信機能が組み込まれているもの、

等） 
フォトフレームやタブレット型受信機。 
「放送ルータ型」受信機 ※放送波で受信したコンテンツを Wi-Fi 経

由で家庭内配信し、既存の Wi-Fi 搭載機器で受信するもの 

V-LOW 受信機能 
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②認証 

有料放送サービスの加入者を認証するための仕組み（認証の実施者及び認

証方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備ごとに異なる場合はそ

れぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

③課金 

有料放送サービスの加入者に対して課金する仕組み（視聴履歴の把握や料

金回収の実施者及びその方法）を具体的にご記入ください。なお、受信設備

ごとに異なる場合はそれぞれ記載してください。 

 

 

 

（記載例）複数の委託放送事業者で共通するプラットフォーム会社又は受

託放送事業者に委託することを希望。 

 

（７）災害情報の提供（意見公募事項の「７．委託放送事業者による災害情報

の提供について」関係） 

①災害情報提供を強化するための具体的方策を検討していますか。 

 

 

 

 

② ①でＡと回答した方のみ、ご回答ください。 

具体的にどのような方策を検討していますか。 

 

 

 

 

 

 

既存のアナログＦＭ放送と同様に、災害情報の提供につとめます。 
また、ラジオ研究会報告書で示された「公共コモンズ」のような機関が

構築されるのであれば、積極的に活用させて頂き、より肌理の細かい災

害情報の提供に努めます。 

Ａ 検討している。 
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③ ①でＢと回答した方のみ、ご回答ください。 

今後検討される場合に、どのような方策が想定されますか。 

 

 

（記載例）災害情報強化のための設備やスキームを各委託放送事業者が整

備することは非効率なので、複数の委託放送事業者が共同で利用で

きるプラットフォーム機能を提供する者が存在するようにする。 

 

（８）その他 

①放送の補完を行う通信サービス 

 蓄積型放送番組の一部が電波環境等により欠落した場合、通信回線を通じ

て当該欠落部分を補完的に取得できるようにするサービスを提供することを

検討していますか。 

 

 

 

 

②サービスの開始時期 

 委託放送事業の認定からサービス開始までに想定される期間を記入してく

ださい。また、当該期間中に想定される主な作業内容及びその期間も併せて

記入してください。 

 

 

（記載例）約１年間を想定。なお、必要な作業は下記のとおり。 

・課金認証システムの構築に約○ヶ月。 

・放送番組の確保（番組製作及び番組購入、権利処理等）に約○ヶ月。 

・広告・宣伝準備に約○ヶ月。 

 

③その他 

 その他、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に係る委託放送業務として検討・

想定しているものがあれば記入してください。 

以上 

 

当初はアナログ放送のサイマルから実施しますので、委託放送事業者と

しての設備構築試験で可能です。約１年と考えております。 

B 予定していません 

 


