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地域免許のこれまで；制度化から約5年

•2007年度の制度化から約5年

– 実運用（商用化）を開始して約3年

•当初は40弱の事業者でスタート

– 地域事業者の数は50事業者規模へ

•『地域WiMAX推進協議会』での普及促進活動

– WiMAXサービスの多様化

•地域連携、防災WiMAX、WiMAX⇒Wi-Fi変換



地域WiMAX推進協議会

ニューメディア
北海道函館市

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
新潟県上越市

上田ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
長野県上田市

東京ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
東京都文京区・荒川区・千代田区

南東京ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
東京都品川区日本ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ

山梨県甲府市

福井ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
福井県福井市・

坂井市・あわら市

ｼｰ・ﾃｨｰ・ﾜｲ
三重県四日市市

・いなべ市・桑名市・

菰野町・木曽岬町

中海ﾃﾚﾋﾞ放送
鳥取県米子市

山陰ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
島根県松江市

山口ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
山口県山口市・宇部市・防府市

矢掛放送
岡山県矢掛町

嶺南ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
福井県敦賀市

玉島ﾃﾚﾋﾞ放送
岡山県倉敷市

ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ
愛媛県新居浜市・西条市

愛媛CATV
愛媛県松山市

ケーブルワン
佐賀県武雄市

となみ衛星通信ﾃﾚ
ﾋﾞ

富山県砺波市

入間ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県入間市､東京都瑞穂町

CTBﾒﾃﾞｨｱ
大分県別府市・日出町

伊万里ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
佐賀県伊万里市

本庄ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県本庄市

佐賀ｼﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ
佐賀県佐賀市

東松山ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県東松山市・滑川町

金沢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ
石川県金沢市

ﾗｯｷｰﾀｳﾝﾃﾚﾋﾞ
三重県桑名市・東員町

ニューメディア
山形県米沢市

ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ
愛知県豊田市・みよし市・

長久手町

帯広ｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙ
北海道帯広市

上野原ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

山梨県上野原市
ひのき

徳島県上板町・北島

町・松茂町 CAC
愛知県半田市・阿久比町

ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ
三重県伊勢市・

鳥羽市・志摩市

徳島中央ﾃﾚﾋﾞ
徳島県吉野川市・小松

島市

ｷｬｯﾁﾈｯﾄﾜｰｸ
愛知県刈谷市・安城市

笛吹きらめきﾃﾚﾋﾞ
山梨県笛吹市

河口湖有線ﾃﾚﾋﾞ放送
山梨県富士河口湖町

唐津ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
佐賀県唐津市 光ケーブルネット

群馬県太田市・桐生市

ｵｰﾌﾟﾝﾜｲﾔﾚｽ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
神奈川県藤沢市

ニューメディア
新潟県新潟市

ウェブエスパス

愛知県名古屋市

地図凡例

：商用サービス中

（トライアル含む）

大分ケーブルテレコム
大分県大分市、由布市

ケーブルテレビ佐伯
大分県佐伯市

ﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
兵庫県尼崎市

ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ鈴鹿
愛知県鈴鹿市

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ可児
岐阜県可児市

ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱﾜｲﾜｲ
宮崎県延岡市、日向市

今治ｼｰｴｰﾃｨｰﾌﾞｲ
愛媛県今治市

ケーブルテレビ宮崎宮

崎県宮崎市

• 全国50地域（2011年8月末現在）
– 対象規模；1,315万人、592万世帯
– 20社以上が商用サービス開始済み

地域免許のこれまで；全国50規模
出典：総務省基幹通信課
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地域免許のこれまで；『ロードマップ』

可能

どのタイミング
でもアップグ
レードor 参入

可能

STAGE 0：

現状の地域事業者
（約40社）

STAGE 1： 地域-地域の連携
•共用CSN事業者の

•ユーザ情報の一元管理に
よる地域ローミングの実現

•端末IOT等の推進によるオー
プン化の実現

STAGE 2：UQとのローミング

•共用CSN事業者を介した
UQとの相互接続

『すべての地域事業者が参加できる柔軟性』
をポイントに、地域WiMAX推進協議会で
ロードマップを設定（2008年12月）

アップ
グレード
アップ
グレード

オプションオプション

可能

どのタイミング
でもアップグ
レードor 参入

可能

端末オープン化（リテール端末）

ノートPC内蔵

2009年度 2010年度～ 2011年度以降

•地域WiMAX推進協議会がめざす地域WiMAX
の将来ビジョン

– 各地域で“自由＆柔軟”に利用できるワイヤレス
BBの確保と維持

Wi-Fiルータなど
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地域免許のこれまで；地域連携の実現
•共用CSN事業者による地域連携サービス

– WiMAX×Wi-Fiの認証ASPサービス（2011年6月～）

ケーブル事業者

WiMAXサービス

Wi-Fiサービス

Wi-Fiサービス

全国WiMAX事業者（今後）全国Wi-Fi事業者

インターネット網 地域WiMAX＆ケーブル事業者

WiMAX認証サービス「AUTH.16」
Wi-Fi認証サービス「AUTH.11」

RoamingサービスRoamingサービス RoamingサービスRoamingサービス

共用CSN事業者
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地域免許のこれまで；WiMAXアプリケーション
•WiMAXの防災・公共用途

– 高付加価値サービス

エリアA

エリアB エリアC

IP告知・インカム等
の監視システム

WiMAX基地局

WiMAX
屋外端末

WiMAX基地局

WiMAX基地局

WiMAX
屋外端末

防災スピーカ（同報）
IPインカム（ホットライン電話）

監視カメラ（防災・防犯）

WiMAXセンタ設備
（ASN-GW）

ケーブルテレビ網etc

インターネット

ケーブル事業者・自治体共用CSN事業者

エリアC

WiMAX-Wi-Fi端末

Ｗｉ-Ｆｉ

公衆Wi-Fiスポット

Uメット

Wi-Fi

災害現場など

IP電話（Wi-Fi）
タブレットPC
ゲーム機など
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地域免許のこれまで；WiMAX＋Wi-Fi サービス例
ワイヤレスブロード
バンド事業者（地域
主体、地域単位）

ネットワーク（Ａ市）

商店街、ショッピングモール、地下街、
駅、ホール・・・ 郊外、山、海・・・

WiFiスポット

学生食堂、ホール内、キャンパス・・・
WiMAX電波の届きにくいところへ
Wi-Fiスポットエリア

ネットワーク（Ｂ町）

Ａ市のユーザ

交流センター、公園、カフェ、レストラン・・・

全国広域
Wi-Fi AP

憩い、スポーツ、・・・WiMAX＋Wi-Fi

ショッピング、レジャー
WiMAX＋Wi-Fi（AP）

WiMAX/Wi-Fi
モバイルルータ

大学キャンパス
Wi-Fi AP

他の地域エリアでWiMAX＋Wi-Fiローミング

インターネット VPN

住居の屋内、屋外へ
のシームレスな接続

WiMAX
Wi-Fi

•スマホ、タブレット・・・1台で屋内・屋外、いつでもどこでもネットに！
•Wi-Fiは地下街、大きな建物の中等のWiMAXが届き難い場所、エリアを
補完する無料サービスとし、地域事業者間でWiMAX＋Wi-Fiでローミング
もできる

•さらに同じID、パスワードで全国広域Wi-Fiにもローミングできる
WiMAX Wi-Fi
共用認証サービス

A市のユーザ

観光、旅
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地域免許のこれまで；周波数割当要望活動

•総務省『ワイヤレスBB実現のための周波数検討WG』
– 地域WiMAX推進協議会、日本ケーブルテレビ連盟、ケーブ

ルテレビ無線利活用促進協議会の3団体として要望した
•パブコメ募集（2010年6月、および7月）
•公開ヒアリング（2010年6月22日）
•次世代の“地域WiMAX”を担う通信方式の扱うための、新たな周

波数帯域確保が必要
– 利用目的；トラフィック増、高速化への対応

•当面の希望として、
– 通信方式；WiMAX2［IEEE802.16m］

– 周波数帯；WiMAXフォーラムのプロファイルに規定済みの帯域

»第1希望；現行2.5GHz帯の空き（例：モバHOの跡地）

»第2希望；3.4-3.6GHz帯、または700-900MHz帯

– 周波数幅；今後のトラフィック増や高速化を鑑み、現行10MHz幅を
超える帯域［20MHz幅以上］を希望

– 割当希望時期；地域WiMAXの本格普及時期を鑑み、2012年から遅
くとも2013年までの割当てを希望
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地域免許のこれまで；免許審査基準の改正

•審査基準の一部を改正する訓令案（2011年8月）
– 主なポイント（一部）

•規制緩和による普及促進（電波の利用促進）
•名称の変更；“固定”の2文字が消える

– 「固定系地域バンド」 ⇒ 「地域アクセスバンド」

•通信・放送「両免許」
– 全帯域の利用率50％を超えない範囲で、音声・映像のIP放送が可

能

•端末の利得or送信出力UP
– ＋3dBの規制緩和（新型端末から）

•今後は・・・
– IP放送を含むコンテンツやサービスの更なる充実で、エリア

の拡大やトラフィックの拡大、高速化等の要望が急増
– 地域割当てで“唯一”の無線ブロードバンド免許

•地域（ケーブルテレビ事業者、地域ISP、自治体等）の貴重な資源
•地域免許の継続した“進化・発展”が必要
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今後の取組み要望① WiMAXの高度化

•WiMAXの高度化

– 地域免許利用におけるWiMAX2[IEEE802.16m]
方式の技術的条件の整備

– 審議のポイント

•現行10MHz幅でのWiMAX2運用の検討

•モバHO跡地での地域WiMAX利用（20MHz幅）を想定
した検討

•UQ WiMAX殿と地域WiMAXの技術的条件（仕様）の一
致
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今後の取組み要望① WiMAXの高度化

総務省の報道資料2011年9月16日「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件 」より

地域バンド内でのWiMAX2検討（10MHz幅） モバHO跡地内でのWiMAX2検討（20MHz幅）

•WiMAXの高度化
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今後の取組み要望② レピータの導入

•レピータの導入
– 取組みの現況（経緯）

•屋内や屋外不感地域でのWiMAX電波環境を改善するレピータ
– 昨年度に、総務省の調査検討会における2箇所での実証実験（北海

道旭川市、東京都中野区）が行なわれ、その有効性を確認した

– 要望するレピータの基本仕様とタイプ
•基本仕様

– 地域バンドでの同一周波数中継

»10MHz幅での1ch（2582～2592MHz）

– 非再生型

»WiMAX基地局からの信号（電波）を元信号に復元せず、そのま
ま中継

•対象とするタイプ
– 【必須】；屋外型レピータ（中継基地局）

»基地局免許の扱い（地域事業者の管理）

– 【可能であれば】；屋内型小電力レピータ

»端末（移動局）相当とし、包括免許での運用
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今後の取組み要望② レピータの導入
• レピータの導入

– 利用シーンとシステムイメージ
•屋外型

– 不感エリアの改善（屋内外）
– カバレッジの延伸（屋外、デバイドエリアetc）

•屋内型
– 不感エリアの改善（主にホーム利用）

• .
Homeレピータ

WiMAX

レピータ（ビル内、地下）

WiMAX

WiMAX

WiMAX 基地局（BS）

レピータ

不感エリア対策

エリア拡張

レピータ

レピータ（屋外不感地など）

レピータ

VS.

WiMAX－Wi-Fi端末

Wi-Fi

新型WiMAX端末（+3dB）

WiMAX

“屋内型小電力レピータ”の必要
性が下がってきている・・・


