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第 1 章 東日本大震災からの復興の着実な推進 

 

東日本大震災から３年が経過し、今なお約２６万人の方々が避難生活を余儀なくされている。

被災自治体が進める復興街づくりに合わせた通信・放送基盤の整備や、被災自治体が抱える課

題に対応したＩＣＴ（情報通信技術（以下、「ＩＣＴ」という。））利活用の促進を図るとともに、災害発生

時の情報収集や避難指示等が確実に行えるネットワークの強靭化等に取り組んできた。 

 

１．復興街づくりへの支援 

 

(1)関係機関との連携による情報通信基盤の円滑な整備の促進 

行政及び通信・放送等の関係機関で構成する東

日本大震災ＩＣＴ復興促進連絡会議を開催（年度内

３回）し、防災集団移転等の復興街づくり計画を共

有するとともに、通信・放送基盤の整備に向けた調

整を行ってきた。 

また、福島県については、除染活動や一時帰宅

等のための携帯電話エリアの確保について通信事

業者と連携し調整を行ってきた。 

 
東日本大震災ＩＣＴ復興促進連絡会議 

(2)復興街づくりにおける情報通信基盤整備への支援 

東日本大震災からの復興と災害に強い新た

な街づくりを支援するため、岩手県山田町にお

いて「岩手県山田町ＩＣＴ復興街づくり検討会」を

平成２５年１２月に設置した。岩手県立大学の柴

田 義孝副学長を座長として産学官の有識者で

構成した検討会は、住民への「迅速かつ確実な

情報伝達手段の確保」に向けたＩＣＴ利活用方策

の検討及び耐災害性のある強固な情報通信基

盤整備を促進するための報告書を平成２６年３月に取りまとめた。山田町では、今後の街づくり

計画において、本報告書をベースに最適な情報通信基盤整備を検討していくこととした。 

 

岩手県山田町ＩＣＴ復興街づくり検討会

(3)被災した情報通信基盤の復旧への支援 

「情報通信基盤災害復旧事業」により平成２３年度から被災地域の復旧支援を行ってきた。

平成２５年度は、前年度事業から繰り越しとなった５団体（野田村、石巻市、気仙沼市、山元

町、いわき市）及び本年度事業の２団体（石巻市、新地町）が終了した。 

被災地域では、住民の要望と高台移転等の地域政策の調整がある中で、次年度以降も
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本事業の継続要望がある。 

 

２．ＩＣＴを活用した復興支援 

 

(1)地域のきずな再生・強化への支援 

避難住民等と避難元市町村とのきずなの維持及び避難住民等の一体感の醸成を図るため、

避難住民等に対する行政情報の提供等に必要な情報通信環境を構築するための事業に対し、

３団体（南相馬市、川俣町、西郷村）へ補助金の交付を決定した。 

 

(2)震災記録・記憶を保存するデジタルアーカイブの構築への支援 

東日本大震災に関連する記録・記憶を収集・保存・活用・継承していくことを実現するため、

東日本大震災に関連する各種デジタル形式の資料等を作成し、これを収集、蓄積、インターネ

ット上で提供するシステムを構築する事業に対し、八戸市他３団体（連携主体）及び宮城県他３

３団体（連携主体）へ補助金の交付を決定した。 

 

(3)災害に強い医療情報連携基盤の構築への支援 

地域の中核的医療機関、診療所、薬局、介護施設等の保有する患者や住民の医療・健康情

報を、安全かつ円滑に記録・蓄積・閲覧するための医療情報連携基盤を構築し、医療従事者等

の関係者や本人が必要な情報の共有を可能とするとともに、医療機関間の遠隔相談、遠隔健

康管理による健康指導等ができる仕組みを整備する事業に対し、１団体（宮城県）へ補助金の

交付を決定した。 

 

(4)スマートグリッド通信インタフェースの導入への支援 

地域コミュニティ内における高度なエネルギーマネジメントを実現するにあたり、地域コミュニ

ティ内の電力供給側、電力需要側のそれぞれに設置される機器・設備等を通信ネットワークを

介して制御するために必要な設備を整備する事業に対し、４団体（野田村、田野畑村、伊達市、

南相馬市）へ補助金の交付を決定した。 

 

(5)復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業による支援  

ア、ブロードバンド基盤整備事業 

復興に係る居住地を整備する地区において、民間事業者の投資による整備が困難である

ため、光ファイバ網等の超高速ブロードバンドの提供に必要な設備を整備する事業に対し、

３団体（陸前高田市、久慈市、気仙沼市）へ補助金の交付を決定した。 

 

イ、共聴施設等整備事業 

復興に係る居住地を整備する地区が難視地域である場合において、地上デジタルテレビ
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放送の受信環境を整備するための事業として、９団体・１７地区（宮古市３地区、大船渡市２

地区、久慈市２地区、岩泉町１地区、田野畑村２地区、野田村２地区、石巻市１地区、南三陸

町１地区、新地町３地区）へ補助金の交付を決定した。 

 

ウ、公共施設等情報通信環境整備事業 

被災地域の復興と被災者の暮らしの再生を実現するために必要な情報通信環境を整備

するための事業に対し、２団体（石巻市、楢葉町）へ補助金の交付を決定した。 

 

 

３．被災地の産業の復興への支援 

 

被災した漁業用海岸局の復旧の促進 

東日本大震災で被災した宮城県内の沿岸漁業用海岸局の本格復興に向け、少数の沿岸漁業

用海岸局により広域通信エリアを確保し、漁業通信の効率化及び遭難・緊急・安全通信や災害時

の情報伝達を確実に行えるようにするため、平成２５

年７月に「広域通信エリアを確保するための沿岸漁

業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討

会」を開催した。地元漁業者へのヒアリングや沿岸か

ら通信可能なエリア調査のための実証試験などの結

果を踏まえ、空中線電力を1Wから5Wに増強するこ

とにより、被災前 11 局あった海岸局を 3 局に集約で

きること、災害情報の伝達には県の防災回線網やＦ

ＷＡを利用することなどを提言した報告書が取りま

とめられた。 

東北総合通信局は、本報告書を基に宮城県及び関係漁協等が実施する沿岸漁業用海岸局の

具体的な復興に向けた検討に対し、助言及び施策支援等を行った。 

（平成２６年度「復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業（海岸局整備事業）」による支援が可能となった。） 

 

 

 

広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用

海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討会

調査検討会における実証実験の模様 
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第 2 章 情報通信の現況 

 

１．電気通信事業 

 

携帯電話・ＰＨＳ・ＢＷＡ（ＷｉＭＡＸ）（いずれもＭＶＮＯを含む。）の契約者数は、平成２６年３月末

現在、全国で１億 5,702 万（前年度比＋7.2％）、東北管内においても８６６万（前年度比＋4.7％）

となっており、全体に占める割合は小さいもののＢＷＡの契約数が急激に増加している。このため

将来予想される移動系電話の番号のひっ迫に備え、携帯電話の番号に、これまでの０８０及び０９

０に、平成２５年１１月から０７０から始まる番号が加わることとなった。 

また、インターネット利用については、自宅等の固定環境におけるブロードバンド環境のみなら

ずＬＴＥ等による移動環境におけるブロードバンド環境整備が進み、スマートフォンやタブレット端

末等のモバイルデータ端末の普及に伴い利用者数が急激に拡大している。 

 

 

 

（1）電気通信事業者 

情報通信技術の飛躍的進歩を背景にインターネットなどの電気通信サービスが急激に普及

する中、それらの事業参入を促す等の観点から平成１６年４月、電気通信事業法が改正され、

従来の回線設備の保有の有無による第一種、二種の事業区分が廃止され、参入規制は許可

制から登録・届出制へ、料金・契約約款規制の原則廃止等が行われた。 

登録事業者は平成２５年度末で全国３２４社、管内９社が、届出事業者は全国１６，０１８社、

管内５０６社が電気通信サービスを提供している。 

（2）電気通信サービス 

ア 音声系サービス

（ア）固定系電話 

加入電話・ＩＳＤＮなどの固定系電話は、携帯電話等の急速な普及と反比例するように、

全国、東北管内ともに平成１７年度以降は大幅に減少してきている。 

全国の加入電話・ＩＳＤＮ契約数は、平成２５年度末で３，３０４万件加入と、前年度末か

ら２７０万件減少（前年度比８．２％減）しており、東北管内でも、２０８万件加入と前年度末

から１８万件減少（前年度比８．０％減）している。 

一方、ＩＰ電話は、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ等のブロードバンドアクセス網の普及や定額料金サービ

スの導入により需要が伸びている。全国の利用者数は、平成２５年度末で３，３７８万件と、

前年度末から２５１万件増加（前年度比８．０％増）している。 

（イ）移動系電話 

携帯電話は、端末売り切り制度が導入されて以降急速に普及し、その後、個人契約で

の複数契約（スマートフォンや携帯電話回線を利用したモバイルＷｉＦｉルーターの利用など）

や法人契約などにより国民総数を超えるに至った。 
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イ データ系（インターネット）サービス 

日本国内のインターネット利用人口は、平成２５年末で１０，０４４万人と推定され、前年度

末から３７２万人増加（前年度比４．０％増）し、人口普及率では８２．８％となっている。 

ブロードバンド加入契約数の推移（平成２４年度から、３．９世代携帯電話アクセスサービ

ス（「ＬＴＥ」等。以下「３．９Ｇ」。）の契約数を集計項目として追加。）は、全国では８，９７３万件

に達し、前年度末から２，８７５万件増加（前年度比４７．１％増）している。東北管内では、４８

７万件を突破し、前年度末から１６５万件増加（前年度比５１．２％増）しており、全国の伸び

率を上回っている。県別では宮城県が１４１万件と最も多く、次いで福島県の１０５万件となっ

ている。 

 ブロードバンドのアクセスサービスの状況で特徴的なものとしては、ＦＴＴＨアクセスサービス

（以下「ＦＴＴＨ」。）及び３．９Ｇの急速な契約数の伸びがあり、ＦＴＴＨが前年度比１０．９％増

（東北管内）、３．９Ｇが前年度比１３３．２％増（東北管内）となっている。 

他方、ＤＳＬアクセスサービス（以下「ＤＳＬ」。）は、全国、東北管内ともに平成１７年度をピ

ークにＦＴＴＨへの移行が進み、契約数が減少傾向にある。ＢＷＡアクセスサービス（「ＷｉＭＡ

Ｘ」等。以下「ＢＷＡ」。）は、２．５ＧＨｚ帯の周波数を利用して接続するインターネット接続サー

ビスであり、平成２０年度（東北管内では平成２１年１２月）からサービスが開始されている。

全体に占める割合は小さいものの、近年ＢＷＡの契約数が着実に増加している。     

 

  
東北管内のアクセスサービスごとの契約数（平成２５年度末）

893,292 

1,055,429 

1,231,312 

1,418,859 

1,573,104 

714,091
628,586

521,449
399,505

313,01999,439 108,249 111,766 113,429 115,232

1441,545 81,334

196,154
322,935

1,089,340

2,540,908

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 H25年度末
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（件）
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 ２．放送事業 

 

我が国の放送は、受信料収入を経営の基盤とするＮＨＫ（日本放送協会）と、広告収入又は有

料放送の料金収入を経営の基盤とする民間放送事業者の二元体制により行われている。また、

放送大学学園が、教育のための放送を行っている。 

放送事業は、大きく地上系、衛星系、ケーブルテレビに分類され、それぞれテレビジョン放送や

ラジオ放送、データ放送等のサービスが提供されており、東北管内ではＮＨＫ及び民間放送事業

者によって地上系及びケーブルテレビのサービスを提供している（衛星系は東北管内を含む全国

を対象にサービスを提供している）。 

 

（ ）地上放送1  

ア、放送事業者数 

東北管内では、ＮＨＫのほか、民間放送事業者として、テレビジョン放送事業者１７社、中

波ラジオ（ＡＭ）放送事業者１社、超短波（ＦＭ）放送事業者４０社（うちコミュニティ放送事業

者３４社）、テレビジョン放送・ラジオ放送兼営放送事業者５社となっている。 

また、全国でサービスを提供している短波放送のほか、渋滞や交通規制などの道路交

通情報（ＶＩＣＳ情報）を提供する文字放送も管内においてサービスを行っている。 

 

 

 

 

 

東北管内の民間放送事業者数（平成２５年度末）

　

17

1

40

34

-

5

-

63

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東　北

テレビジョン放送（単営） 2 3 3 2 3 4

- - - - - 1

5 8 9 6 5 7

うちコミュニティ放送 4 7 8 5 4 6

※ ※ ※ ※ ※ ※

1 1 1 1 1 -

※ ※ ※ ※ ※ ※

8 12 13 9 9 12

※　東北管内を含む全国を対象にサービスを行っている事業者は計上していない。

テレビジョン放送 ・ラジオ放送（兼営）

文字放送（単営）

合　　　　　　　計

区　　　分

ラジオ放送（単営）

中波放送（AM放送）

超短波放送（FM放送）

短波

東北管内の民間地上テレビジョン放送事業者

開局順 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

1 青森放送 IBC岩手放送 東北放送 秋田放送 山形放送 福島テレビ

2 青森テレビ テレビ岩手 仙台放送 秋田テレビ 山形テレビ 福島中央テレビ

3 青森朝日放送 岩手めんこいテレビ 宮城テレビ放送 秋田朝日放送 テレビユー山形 福島放送

4 - 岩手朝日テレビ 東日本放送 - さくらんぼテレビジョン テレビユー福島
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イ、放送局数 

東北管内の県域放送局数は、広大な面積と複雑な地形等を有する東北地域全体をカバ

ーするため、地上デジタルテレビジョン放送局１，７２８局、中波（ＡＭ）放送局１０３局、超短

波（ＦＭ）１０６局が開設している。 

また、市町村を主な放送エリアとし、地域に密着した情報や防災情報等を提供するコミュ

ニティ放送８５局が開設している。 

 

V High  

 

 

 

東北管内の地上系放送局数（平成２５年度末）

　

34

72

34

55

-

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東　北

テレビジョン放

送局
総合 46 61 46 53 32 69

教育 46 61 46 53 32 69

46 61 46 53 32 69

46 61 46 51 31 69

46 61 46 51 29 69

- 61 46 25 69

230 366 276 261 181 414 1,728

第1 7 9 4 8 6 9

第2 3 6 2 4 4 6

6 8 4 6 6 5

超短波（ＦＭ）

放送局
6 23 5 13 8 17

（県域放送局） 4 9 5 7 4 5

7 31 7 13 8 19

- - - - - -

33 86 27 51 36 61 263

263 452 303 312 217 475 2,022

小　　計

合　　　　計

小　　計

ラジオ放送局

中波（ＡＭ）放

送局

NHK

短波放送局

68

民間放送事業者

ＮＨＫ

民間放送事業者

コミュニティ放送局

区　　　分

デジタル放送

NHK 614

P1

1,114
P2

P3

P4

ウ、 － マルチメディア放送

  地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となった周波数（V－High、207．

5MHz 以上 222MHz 以下）を用い、スマートフォン等の移動受信用端末向けに放送を行うも

ので、ワンセグ放送より高画質の動画が配信可能で、コンテンツを端末内に蓄積し任意の時

間に再生可能な蓄積型放送やスマートフォンの機能との連携等、多彩なサービス展開が期

待されており、管内においては８局の中継局が開局、マルチメディア放送を開始している。 

（2）ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ） 

ア、ケーブルテレビ施設数

ケーブルテレビは、関係法令により設備の規模として「登録施設（引込端子数５０１以

上）」、「届出施設（同５１～５００）」、「小規模施設（同５０以下）」の３つに分類される。また、

その運用形態により「自主放送あり」のものと「自主放送なし（放送の同時再放送のみを行

う）」のものに分類される。 

東北管内の全施設数は、平成２５年度末で４，７９３施設（登録施設：６７施設、届出施

設：１，７９７施設、小規模施設：２，９２９施設）となっており、そのうち自主放送を行う登録施

設は４１施設である。 
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自主放送を行う登録施設のうち、１又は複数の市町村区域の相当範囲を施設区域として、

地上デジタル放送に加えて衛星放送（ＢＳ，ＣＳ）、自主放送などの多様な放送を行うケーブ

ルテレビを「多チャンネルケーブルテレビ」と呼んでおり、経営形態により営利型と市町村直

営型の２種類に区分される。現在、東北管内の多チャンネルケーブルテレビ事業者が運営

する施設は３３施設（３０事業者）、そのうち営利型は２０施設（１５事業者）となっている。 

「施設数」と「事業者数」の乖離は、１事業者が複数の施設（３施設）を運営しているため

である。 

また平成２３年７月（岩手県、宮城県、福島県は平成２４年４月）の地上デジタル放送移

行に際し、アナログテレビで引き続きテレビ放送を視聴できるよう、平成２７年３月までは登

録施設の一部において「デジアナ変換サービス」による再放送を実施している。 

今後サービス終了時期に向けて、デジアナ変換利用世帯を対象としたデジタル放送視

聴環境への移行促進に係る取組を、事業者、地元自治体の協力のもと強化する必要があ

る。 

 

 

 

-3.7%

50.0%

0.0%

規模別：有線一般放送の施設数
２０年度末 ２１年度末 ２２年度末 ２３年度末 ２４年度末 ２５年度末 (増減率)

登録施設 自 32 30 31 42 41 41 0.0%

（引込端子数 再 59 61 65 61 27 26

５０１以上） 合計 91 91 96 103 68 67 -1.5%

届出施設 自 1 1 2 2 2 3

 （引込端子数 再 567 682 2,349 2,276 1,859 1,794 -3.5%

５１～５００） 合計 568 683 2,351 2,278 1,861 1,797 -3.4%

小規模施設 自 0 0 0 0 0 0

（引込端子数 再 2,681 2,721 2,889 3,040 2,798 2,929 4.7%

５０以下） 合計 2,681 2,721 2,889 3,040 2,798 2,929 4.7%

自 33 31 33 44 43 44 2.3%

再 3,307 3,464 5,303 5,377 4,684 4,749 1.4%

合計 3,340 3,495 5,336 5,421 4,727 4,793 1.4%

自 670 672 828 870 861 855 -0.7%

再 41,208 42,953 76,819 64,940 62,660 62,472 -0.3%

合計 41,878 43,625 77,647 65,810 63,521 63,327 -0.3%

東北合計

（参考）
全国合計

イ、加入世帯数の推移 

東北管内全施設のケーブルテレビ加入世帯数は、平成２５年度末で約７８万世帯（前年

度比０.６％減）となって減少傾向にあるが、自主放送を行う登録施設への加入世帯数は約

４９万世帯（前年度比１.７％増）と増加傾向にある。 
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0.0%

規模別：有線一般放送の加入世帯数
２０年度末 ２１年度末 ２２年度末 ２３年度末 ２４年度末 ２５年度末 (増減率)

登録施設 自 442,182 432,541 440,890 480,164 473,496 490,431 3.6%
（引込端子数 再 59,373 60,374 61,174 63,158 15,497 13,139 -15.2%

５０１以上） 合計 501,555 492,915 502,064 543,322 488,993 503,570 3.0%

届出施設 自 1 1 425 126 131 131 0.0%
 （引込端子数 再 71,591 78,821 289,855 303,940 231,486 220,470 -4.8%

５１～５００） 合計 71,592 78,822 290,280 304,066 231,617 220,601 -4.8%

小規模施設 自 0 0 0 0 0 0
（引込端子数 再 57,079 54,530 52,990 65,752 56,992 57,972 1.7%

５０以下） 合計 57,079 54,530 52,990 65,752 56,992 57,972 1.7%

自 442,183 432,542 441,315 480,290 473,627 490,562 3.6%
再 188,043 193,725 404,019 432,850 303,975 291,581 -4.1%

合計 630,226 626,267 845,334 913,140 777,602 782,143 0.6%

自 19,398,220 19,978,463 26,915,816 27,649,017 28,044,261 28,643,706 2.1%
再 3,403,348 3,408,172 2,049,155 1,019,417 604,851 579,056 -4.3%

合計 22,801,568 23,386,635 28,964,971 28,668,434 28,649,112 29,222,762 2.0%

東北合計

（参考）
全国合計

※登録施設限り
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第 3 章 電波利用の動向 

 

１．無線局数の推移 

 

東北管内の無線局数は、平成２５年度末で約８３５万局（全国比５.３％）であり、前年度比

３．４％の増となっている。 

 

２．周波数再編の推進 

 

総務省は、電波資源の有効利用の促進と新たな電波利用システムの導入や周波数の需

要に対応するため、「周波数再編アクションプラン」を毎年策定してきている。その中において

今後の移動通信システムの利用拡大に対応するため中長期的に携帯無線通信システム用

周波数を確保できるよう、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴う空周波数の有効利用の

推進を含めた周波数移行・再編を促進している。 

700/900MHz 帯の周波数再編の実施に当たっては、平成23年に電波法が改正（平成23

年法律第 60 号）され、既存システムの周波数移行に係る費用は既存周波数を利用者する

携帯電話事業者が負担することとなり、より迅速かつ円滑に周波数再編が促進できるように

なった。

、
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周波数移行を要する無線局（470～960MHz 帯）の移行期限は以下のとおりである。 

ア、ＭＣＡ陸上移動通信システム（900MHz 帯端末）： 平成３０年３月３１日 

イ、パーソナル無線：平成２７年１１月３０日 

ウ、950MHz 帯電子タグシステム：平成３０年３月３１日 

エ、950MHz 帯音声 STL/TTL：平成２７年１１月３０日 

オ、800MHz 帯 FPU：平成３１年３月３１日 

カ、800MHz 帯特定ラジオマイク：平成３１年３月３１日 

 

３．防災関連無線局等の現況 

 

東北地方における非常通信の円滑な運用を図ることを目的として「東北地方非常通信協

議会」が昭和 26 年に設立され、国の機関、県、市町村、電気通信事業者、放送事業者など

の無線局開設者や非常通信と密接に関係のある機関など 173 団体で構成されている。同協

議会では、非常通信計画の策定や非常通信訓練の実施、非常時における通信確保のため

の通信体制、施設の点検等を行っている。 

管内の防災関係無線局については、東日本大震災以降、各自治体において地域防災計

画等の見直しに伴う市町村防災行政無線及び消防・救急無線のデジタル化が進んできてい

る。 

なお、消防・救急無線については、消防・救急活動の高度化及び電波の有効利用の観点

から、アナログ方式による 150MHz 帯周波数の使用期限である平成 28 年 5 月 31 日までに

260MHz 帯デジタル方式に移行することが決まっている。 

他方、自治体から住民への情報伝達手段としては、情報コモンズ、Ｊアラート、エリアメー

ル、コミュニティＦＭ、エリア放送など多様な情報伝達手段が導入されている。 

 

４．主な電波利用システム 

 

(1)防災行政用デジタル同報無線システム 

県や市町村が運営する防災行政

無線は、災害発生時における地域住

民への情報伝達と的確な避難誘導

の手段として不可欠なものものとなっ

ている。 

衛星系防災行政無線は、東北管

内の６県全てにおいて整備されてい

る。 

防災行政用デジタル同報無線システムのイメージ
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市町村防災行政無線については、平成２６年３月末現在で同報系又は移動系を設置してい

る市町村は２０９となり、設置率は９２．１となっている。 

同報系無線システムは従来のアナログ方式からデジタル方式の移行が進められている。ア

ナログ方式では一方的に役場などから地域住民へ情報を伝達する機能しかなかったが、デジ

タル方式では避難所等から役場などへ双方向通信により文字や画像などのデータ伝送も可能

となる。 

平成１３年４月に「デジタル同報通信システム」が制度化され、平成２６年３月末現在、東北

管内では１００市町村で運用を開始しており、災害情報の伝達・収集機能が高いデジタル方式

は今後各市町村において遂次導入が図られるものと推測される。 

 

(2)地域ＷｉＭＡＸ 

２．５ＧＨｚ帯地域ＷｉＭＡＸは、

高速のデータ伝送が可能であ

り、地域の特性、ニーズに応じ

たブロードバンドサービスを提

供することによって、デジタル・

ディバイドの解消や地域の公

共サービスの向上等を実現す

ることが期待されている。 

平成２１年６月には東北管

内初の地域ＷｉＭＡＸ事業者に

無線局の免許を交付した。 

  

 

地域WiMAXの概要

広帯域移動無線アクセスシステム

○○市の一部

○○市

○○市の全部

○○市

地域WiMAXの対象とする区域

地域WiMAXのサービスのイメージ(例）

①ブロードバンド・ゼロ地域へ
の中継回線を提供し、デジタ
ルディバイドを解消基地局

10km

○○市

○○市の一部と◇△町の一部

◇△町

事業者Ａ

事業者Ｂ ※一の都道府県の全部をカバー

するものは地域バンドの対象外

××県の一部の区域
中継局

端末局

②加入者宅等へラス
トワンマイルのイン
ターネット等の接続
回線を提供 1~4km程

度

(1)全国バンド：移動通信向け、全国単位、30MHz

(2)地域バンド：固定通信向け、地域単位、10MHz

【目的】
デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービス

の向上等当該地域の公共の福祉の増進に寄与する
こと

(3)ＡＩＳ：船舶自動識別装置 

平成１１年２月から完全実施されたＧＭＤＳＳ（海上における遭難及び安全に関する世界的

なシステム）により、船舶に搭載される無線システムは、船舶無線電話の他にデジタル通信技

術（ＤＳＣ、ＮＢＤＰ等）や衛星通信技術（衛星ＥＰＩＲＢ、インマルサット等）を利用した無線設備

が追加され、船舶がどのような海域で遭難しても陸上の救助機関と付近を航行する船舶が一

体となった捜索救助活動を可能としている。更に、平成１４年７月１日からは、「すべての旅客

船、国際航海に従事する総トン数３００トン以上の船舶及び国際航海に従事しない総トン数

５００トン以上の船舶」にＡＩＳ（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）の設置が

義務付けられている。 

このシステムは、自船の位置、速度、進行方向や運航管理情報を自動的に送受信すること

で、これらの情報を船舶相互間又は陸上との間で共有し、船舶の衝突防止や運航管理等を効

率的に行うもので、船舶の航行の安全向上に寄与するものと期待されている。また、船舶以外
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にも平成２５年１１月に福島県沖に建設された浮体式洋上ウィンドファームに AIS を設置し、付

近を航行する船舶の安全対策として利用されている。 

 

 

 

動的情報  静的情報 航行関連情報
●位置情報 ●呼出符号 ●目的地
●対地針路 ●船の種類 ●到着予定時間
●対地速度 ●船名等 ●航海計画等
●船首方位等

ＡＩＳの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)船舶共通通信システム 

海難事故を未然に防止するため、小型船舶と大型

船舶が容易に連絡を取り合える通信システムとして、

平成２１年度に国際 VHF を使用した船舶共通通信シ

ステムが制度化された。 

国際 VHF は航行の安全に関する重要な通信を行

うものとして多数の船舶に利用されているが、船舶の

より安全な航行を実現するため、国際 VHF を持たな

い小型漁船やマリンレジャー船等に対して、安価に

設置できる船舶共通通信システムの普及促進を図っ

ている。 
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石巻専修大学

(5)エリア放送  

 

エリア放送は、一の市町村の一部の区域のうち特定の狭小な区域における需要に応え

るために、「※ホワイトスペース」を活用する放送であり、限られたエリアにおいて、地

域の情報発信手段等に電波を有効活用することにより、地域活性化等の社会的諸問題の

解決等に寄与していくことが期待されている。管内で現在開設されているエリア放送を

行う地上一般放送局は、以下の通り。 

    ※「放送用などの目的に割当てられているが、地理的条件や技術的条件によって、他の目的にも利用可能な周

波数」（「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」報告書（平成 22 年７月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許人の名称 無線設備の設置場所

学校法人専修大学
宮城県石巻市

葛巻町 岩手県岩手郡葛巻町

三沢市 青森県三沢市

南相馬市 福島県南相馬市

岳温泉観光協会 福島県二本松市

大槌町 岩手県上閉伊郡大槌町

独立行政法人
宮城県仙台市青葉区

国立高等専門学校機構

南相馬市 福島県南相馬市



東北地域におけるＩＣＴ推進の現状２０１４ 

 ページ 15 
 

５．電波利用調査検討プロジェクト 

 

新たな電波利用と周波数資源の有効活用を促進することを目的として、様々な地域のニーズに

即した新しい電波利用システムが産学官の関係者等と連携して検討されている。 

東北地域においても、これまで地域産業の漁業・農業分野への支援や地域活性化に役立つ電

波利用システムが開発･構築されている。  

平成２５年度は、「広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関

する調査検討」を実施。調査検討の結果を受け、平成２６年度から漁業関係者が広域海岸局の設

置に向けて動いている。（「第１章３ 被災地の産業に向けた支援 参照」） 

 

 広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003468
テキストボックス
広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討
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６．電波利用推進東北フォーラム 

 

東北地域における産・学・官関係者で構成する「電波

利用推進東北フォーラム」を平成１６年３月にスタートさ

せ、セミナーの開催等により電波政策、無線システム及

び電波利用アプリケーションに関する情報提供を行って

いる。また、メールニュースの発行や電波利用に関する

要望や相談に対応している。 

現在、１２３名の会員に向け、毎月１回メールニュース

を配信している。 

 

「電波利用推進セミナー」の開催模様（仙台市）

７．電波利用環境の整備 

 

携帯電話に代表される電波の利用は加速度的に増加している反面、電波の不適切な利用も増

大し、他の無線局に妨害を与える不法・違法無線局の増加や、電子機器の普及等による不要電

波（電磁障害）の発生など、電波利用環境の悪化が大きな社会問題となっている。 

こうした状況を踏まえ、電波監視施設の整備や捜査機関との共同取締り、更には周知啓発活

動を通じて、良好な電波利用環境を保護するための施策を展開している。 

 

(1)不法・違法無線局対策 

ア、 電波監視 

不法無線局等の電波の発射源を探知する目的としてＤＥＵＲＡＳ（デューラス：電波監視

システム）を東北管内に整備している。このシステムは、東北総合通信局のセンタ局から、

東北管内各地（３７都市４２ヶ所）に設置されたセンサ局の受信機能や方位測定機能等を遠

隔制御し、電波の発射源を特定するものであり、本システ

ムの活用により不法・違法無線局対策が効率的に行われ

ている。 

また、電波の監視は電波利用の実態や利用状況を把

握することができるため、免許等の許認可事務にも活用

されている。 

 

イ、 捜査機関等との連携 

車両や船舶に設置された不法・違法無線局対策の一 

環として、捜査機関等との合同・共同取締りを実施してい

る。 平成２５年度東北管内では、合同・共同取締りを計

１３回実施し、違反行為者を１３件摘発している。 

  

捜査機関との共同取締り 
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ウ、 申告処理の迅速化と適切対応 

無線局への混信妨害及び各種電子機器等からの不要な電波による障害等、利用者か

らは様々な混信申告が寄せられている。平成２５年度の申告件数は２００件に上っており、

ＤＥＵＲＡＳの活用や現地調査等によって、迅速かつ適切に対応している。 

   

 

(2)電波利用環境保護のための周知啓発 

ア、電波利用環境保護周知啓発強化期間 

不法無線局の開設運用等、電波利用ルールに違反する行為の未然防止を図るため、毎

年６月１日から１０日までの間を「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、周知啓発

活動を行っている。平成 25 年度は「私は守ります。電波のルール」をキャッチフレーズに、

無線局ユーザーや広く一般に対して、新聞による広報、関係機関へのポスター掲示等によ

り、正しい電波利用について周知啓発を行っている。 

 

イ、電波の安全性に関する周知啓発 

近年、携帯電話、ワイヤレスカードシステム、電子タグ等の無線システムが日常生活の

中で重要な役割を果たすようになり、電波を発射する機器が身近なところで利用される機

会が増大している。 

これに伴い、電波が人体へ及ぼす影響について関心が寄せられており、当局では、電波

の安全性に関する相談、照会について随時対応している。 
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また、電波の安全性について関心の

ある方を対象とした説明会を主要都市

において開催している。説明会では、生

体電磁気学等の専門家から電波の安

全性に関する正しい知識を提供すると

ともに質問等への回答も行っている。平

成２５年度は、仙台市及び八戸市にお

いて開催した。 

 

電波の安全性説明会(八戸) 

ウ、公共工事現場等における周知啓発 

建設工事を行う国の機関や地方公共

団体等との協力と連携の下、大型車両

を使用する団体への周知啓発及び工

事現場に出入りする運送車両や工事現

場監督者等に対して、不法無線使用禁

止などの無線局の運用指導を実施して

いる。 

 

 

  

公共工事現場での無線局設置状況調査の様子 

エ、電波適正利用推進員制度の推進 

電波適正利用推進員制度は、無線の知識を有する民間のボランティアに「電波の適正

利用に関する活動」を委嘱することにより、地域に密着した電波の公平かつ能率的な利用

の確保を目的とした制度である。 

電波適正利用推進員は、創意工夫を凝らし電波の適正利用について理解を深めてもら

う活動を行った。 

東北管内の５３名を「電波適正利用推進員」として委嘱し、その活動を支援している。 

また、電波に対する興味と理解を深めてもらうため、小学生とその保護者を対象とした親

子電波教室を東北管内１４地区で開催した（４４４名参加）。 
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第 4 章 電気通信関係の制度概要 

 

 １．電気通信事業関係 

 

昭和６０年４月の電気通信事業法の施行後、電気通信事業者の公平・公正な競争策の導入を

推し進め、平成１６年４月の改正電気通信事業法の施行により「事前規制」から「事後規制」へと 

一層の規制改革を進めた結果、多種・多様な電気通信サービスが提供されている。 

また、総務省では、電気通信市場において一層の競争促進を図り、利用者利益の保護を図る

ため、２０１０年代初頭までに公正競争ルールの整備等の観点から実施する施策について取りま

とめた「新競争促進プログラム２０１０」（平成１８年９月策定・平成２１年６月改定）を受けて、引き

続き電気通信市場における健全な競争環境の実現に向けて積極的に取り組んでいる。 

 

 

 ２．電波利用関係 

 

（1）登録検査等事業者制度 

登録検査等事業者制度とは、総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者が、無線設備等

の検査（又は点検）を行い、免許人から当該検査（又は点検）の結果を記載した書類の提出が

あったときは、無線局の定期検査を省略（又は新設検査、変更検査及び定期検査の一部を省

略）することができる制度である。 

本制度では、無線局の無線設備等の定期検査に係る検査及び無線局の無線設備等の新

設検査、変更検査及び定期検査に係る点検を行う事業者と、無線設備等の点検のみを行うこ

とができる事業者の２種類が存在する。 

平成２５年度末の東北管内の登録検査等事業者数は２００事業者（そのうち点検のみを行う

ものは１９７事業者）となっている。 

 全国的に電波法令に違反する事業者が増加傾向にあり、東北管内では虚偽の点検結果通

知などの不正行為を行った 1 事業者に対し業務停止命令（６５日間）の処分を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録検査等事業者制度の概要 
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(2)電波利用料制度 

混信や妨害のないクリーンな電波環境を維持するとともに、無線局の急増に対応する許認

可事務の機械化や効率化を図ることで電波の適正な利用を確保するため、平成５年度から電

波利用料制度が導入されている。 

電波利用料は、放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定

局、個々の方々が開設するアマチュア無線やパーソナル無線など原則として全ての無線局が

負担対象となっている。携帯電話も、１端末あたり年額２００円の電波利用料となり各携帯電話

事業者が負担している。 

なお、電波利用料は、３年に一度、見直しが行われるものである。 

電波利用料は、電波法において次の費用に充てると定められている。

ア．電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査 

イ．総合無線局管理ファイルの作成及び管理 

ウ．電波資源拡大のための研究開発の実施 

エ．電波の人体等への影響に関する調査 

オ．標準電波の発射 

カ．特定周波数変更対策業務 

キ．特定周波数終了対策業務 

ク．無線システム普及支援事業 

ケ．電波遮へい対策事業 

コ．リテラシー（理解能力）向上のために行う事業 

サ．各業務に付帯する事務 
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(3)電波の利用状況の調査･公表制度 

総務省では、深刻化する周波数の逼迫状況の中で、ＩＣＴの進展に伴う大規模な電波需要

が今後も予測されることから、より一層的確な電波利用状況の把握に努め、国民へのアカウ

ンタビリティを確保しつつ、より最適な周波数配分を促進していくため、平成１４年１０月３１日

から、電波の利用状況の調査、公表制度を導入している。 

電波の利用状況の調査については、通常調査として、全ての無線局を３つの周波数帯域

（①714MHz 以下、②714MHz を超え 3.4GHz 以下、③3.4GHz を超える周波数）に分類し、３年

一巡のサイクルで実施するものと、臨時調査として、周波数再編を加速するための検討、周

波数再編後の移行状況の把握、周波数再編に向けた課題の把握等の必要がある場合に対

象を限定して実施するものがある。 

また、電波利用については、平成１４年度からインターネット等を活用して無線局の基礎的

なデータを広く一般へ公表している。 
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 ３．情報通信関係資格制度 

国民生活のあらゆる分野で利用される電波の公平利用や多様化する電気通信サービスの安

定した提供を確保するため、各種資格者制度が設けられている。 

(1)無線従事者 

無線設備の操作をする者は、電波に対する一定の知識･技能を有していることが必要であり、

その知識･技能を有する証明として無線

従事者資格がある。 

東北管内の無線従事者免許発給数

は、平成２５年度末で４９６，７２２件とな

っている。資格別の割合は、アマチュア

無線技士が５３．７％、次いで特殊無線

技士が４１．２％となっており、両資格で

全体の９５％を占めている。 

なお、全国の発給数は６，２７４，８５７ 件である。 

 

 

 

 

  

総合無線従事者       第１～３級総合無線通信士 

海上無線従事者       第１～４級海上無線通信士 

              第１～３級海上特殊無線技士 

              レーダー級海上特殊無線技士 

航空無線従事者       航空無線通信士 

              航空特殊無線技士 

陸上無線従事者       第１～２級陸上無線技術士 

              第１～３級陸上特殊無線技士 

              国内電信級陸上特殊無線技士 

アマチュア無線従事者    第１～４級アマチュア無線技士

無線従事者資格

(2)船舶局無線従事者証明 

国際航海を行う船舶等、国際条約等で設置が義務付けられた船舶局の無線設備の操作は、

無線従事者の資格の他に、船舶職員としての知識、無線通信に関する訓練の証明書である

船舶局無線従事者証明の携帯が義務付けられている。 

東北管内では、昭和５８年度の制度導入から平成２５年度末までに３，１３８件の証明書を発

給している。 

(3)電気通信主任技術者

電気通信主任技術者は、昭和６０年４月１日施行の電気通信事業法により創設された資格

である。電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任し、事業用電気通信設備の工事、維

持及び運用の監督にあたらなければならない。 

平成１６年４月改正事業法により、伝送交換主任技術者及び線路主任技術者の２資格に区

分され平成２５年度末の全国の電気通信主任技術者資格取得者数は、７０，２９５人となって

いる。 

(4)工事担任者

工事担任者は、電気通信事業者の電気通信回線設備と電話機等の端末機器又は自営電気

通信設備を接続する工事を行う者に求められる資格である。 

ＩＰ化の進展に伴う電気通信回線設備及び端末設備の変化・発展を受け、工事担任者規則

が平成１７年８月１日から施行され、従来、アナログ、デジタルの工事の範囲により分類され
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ていた資格が全面的に見直され、ＡＩ第１種～３種、ＤＤ第１種～３種及びＡＩ・ＤＤ総合種の７

種類となった。

平成２５年度末の全国の工事担任者資格取得者数は７６８，７０３人である。

工事担任者の資格の種類と工事の範囲

資格者証の種類 工事の範囲
ＡＩ・ＤＤ総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

ＡＩ第一種
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備
に端末設備等を接続するための工事
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（端末設備等に収容される電気

ＡＩ第二種
通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。）及び総合デジタル通
信用設備に端末設備等を接続するための工事（総合デジタル通信回線の数が毎秒64キ
ロビット換算で50以下のものに限る。）
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（端末設備に収容される電気通

ＡＩ第三種 信回線の数が１のものに限る。）及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続する
ための工事（総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで１のものに限る。）

ＤＤ第一種
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用
設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（接続点におけるデジタル信号

※ の入出力速度が毎秒100メガビット（主としてインターネットに接続するための回線にあっ
ＤＤ第二種 ては、毎秒１ギガビット）以下のものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設

備等を接続するための工事を除く。
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（接続点におけるデジタル信号

※ の入出力速度が毎秒１ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための
ＤＤ第三種 回線に係るものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するた

めの工事を除く。

※：　平成２５年２月１日からインターネットに接続するための回線の工事の範囲について、入出力速度が
　　毎秒百メガビット以下から、毎秒１ギガビット以下に改正された。


	東北地域における　　ICT 推進の現状2014
	目次（本編）
	第 1 章 東日本大震災からの復興の着実な推進
	１．復興街づくりへの支援
	２．ＩＣＴを活用した復興支援
	３．被災地の産業の復興への支援

	第 2 章 情報通信の現況
	１．電気通信事業
	２．放送事業

	第 3 章 電波利用の動向
	１．無線局数の推移
	２．周波数再編の推進
	３．防災関連無線局等の現況
	４．主な電波利用システム
	５．電波利用調査検討プロジェクト
	６．電波利用推進東北フォーラム
	７．電波利用環境の整備

	第 4 章 電気通信関係の制度概要
	１．電気通信事業関係
	２．電波利用関係
	３．情報通信関係資格制度




