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弊社グループについて

• 阪急阪神ホールディングス
• 2006年10月、阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の経

営統合により誕生
• 経営理念…「安心・快適」、そして「夢・感動」

都市交通 不動産 ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾒﾃﾞｨｱ 旅⾏ 国際輸送 ホテル

コミュニケーションメディア事業会社
・阪神ケーブルエンジニアリング ：電気通信工事業、地域BWA事業
・ベイ・コミュニケーションズ ：ケーブルテレビ事業、地域BWA事業
・姫路ケーブルテレビ ：ケーブルテレビ事業、地域BWA事業
・アイテック阪急阪神 ：システム事業、ISP事業、地域BWA事業

他5社
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地域BWAインフラ整備・・・関西エリア

• 12自治体でサービスを提供し、さらに拡大中
• 基地局数 ：約1,200局（2018年末）
• 端末数 ：約27,000台（2018年末）

ベイコム サービスエリア（計画含）

阪神ケーブル サービスエリア（計画含）

阪神電気鉄道 路線

阪急電鉄 路線

相互直通の他社線

凡例：

姫路市

芦屋市

西宮市

尼崎市

宝塚市
池田市

川西市

茨木市

豊中市

地域BWAセンター
（コア設備）
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地域BWAｲﾝﾌﾗ整備・・・全国域で支援

• 弊社ｸﾞﾙｰﾌﾟの地域BWAセンター設備をクラウド提供
• 地域BWAのコア設備（機能）をクラウドで安価に提供

• 小投資（基地局のみ）で事業が可能に
• ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ事業者

• 地域のISP（ADSL事業者など）

• 自治体

IPネットワーク
地域BWA
センター

阪神間姫路

弊社グループ 全国の地域BWA事業者

A市 B町

C社 D社

SIMの提供（共通のIMSI）
24時間の運用・保守サポート
閉域網の構築も提供
地域間ローミングの実現
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地域BWAｲﾝﾌﾗ整備・・・全国域で支援

※）出典：総務省・電波利用ホームページより

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
新潟県上越市

東京ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（H27.9.28 免許）
東京都文京区・荒川区・千代田区

愛媛CATV（H28.5.17 免許）
※一部の地域は既存方式
愛媛県松山市・松前市・
東温市・愛南町、砥部町

となみ衛星通信ﾃﾚﾋﾞ（H29.12.22）
富山県小矢部市、砺波市、南砺市

入間ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（H29.12.5)
埼玉県入間市､東京都瑞穂町

東松山ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（H30.3.8)
埼玉県東松山市

金沢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ
（H29.4.24 免許）
石川県金沢市、野々市市

帯広ｼﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙ
（H29.12.16）
北海道帯広市

河口湖有線ﾃﾚﾋﾞ放送
山梨県富士河口湖町

平成30年11月1日現在
全国で66者が無線局免許を取得（高度化方式：55者）
うち、52者(※)がサービス中（高度化方式：41者）

※ 愛媛CATV、ハートネットワーク、帯広シティーケーブル（高度化方式と既存方式 の両
方で免許取得）は、高度化方式のみをカウント。

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯
（H28.8.19）
大分県佐伯市

今治ｼｰｴｰﾃｨｰﾌﾞｲ
（H28.5.17 免許）
愛媛県今治市

色麻町
宮城県色麻町

防災・市民ﾒﾃﾞｨｱ
推進協議会
岩手県大船渡市

ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ（H29.9.5 免許）
愛媛県新居浜市・西条市

添田町
福岡県添田町

三股町
宮崎県三股町

阪神ｹｰﾌﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
(H27.9.14 免許)
兵庫県神戸市・芦屋市、
宝塚市、大阪府大阪市、
池田市・豊中市

伊江村
沖縄県伊江村

秋田ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
(H28.5.31 免許)
秋田県秋田市

ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ
（H27.8.19 免許）
愛知県32市町、岐阜県6市町

ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱﾜｲﾜｲ
（H28.8.24 免許）
宮崎県延岡市

ｼﾞｬｽﾊﾟｽ
（H28.11.14 免許）
東京都目黒区、中野区

ニューメディア
北海道函館市、
山形県米沢市・山形市、
新潟県新潟市

ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ鈴鹿
（H29.7.3)
三重県鈴鹿市

EまちICT（H28.11.22 免許）
福岡県福岡市

ちゅピCOMふれあい
（H29.3.1 免許)
広島県広島市、
廿日市市

BAN-BANネットワークス
（H29.3.24 免許）
兵庫県稲美町、播磨町
、加古川市、高砂市

嶺南ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
福井県敦賀市

ﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
(H28.1.15 免許)
兵庫県尼崎市・西宮市・
伊丹市、大阪府大阪市

ひのき(H29.3.29 免許）
※一部の地域は既存方式
徳島県上板町・北島町・
松茂町・板野町・藍住町

姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
(H27.12.18 免許)
兵庫県姫路市

四国中央テレビ
（H29.5.19 免許）
愛媛県四国中央市

エヌ・シィ・ティ
（H29.7.24 免許）
新潟県長岡市

伊賀上野ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
（H29.8.9）
三重県伊賀市

ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（H28.3.30 免許）
東京都渋谷区、大田区、品川区、
神奈川県横浜市、川崎市

本庄ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県本庄市

東京ベイネットワーク（H29.10.3 免許）
東京都江東区、中央区

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

ちゅピCOMひろしま
（H29.4.3 免許)
広島県広島市

ちゅピCOMおのみち（
H29.10.5 免許)
広島尾道市

アンデックス（H29.12.19）
宮城県仙台市

射水ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾞ（H29.12.22）
富山県射水市

近鉄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰ
ｸ（H30.1.22）
奈良県橿原市

ｼﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙ周南
（H30.1.17免許)
山口県周南市

須高ケーブルテレビ
（H30.2.20）
長野県須坂市

TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
（H29.12.5)
静岡県伊豆の国市

地図凡例

：サービス中（高度化方式）

：サービス準備中（高度化方式）

：サービス中（既存方式）

：サービス準備中（既存方式）

松阪ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ
（H30.3.27）
三重県志摩市、明和町

広域高速ネット二九六
（H30.4.9)
千葉県酒々井町

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

BWAジャパン
（H29.2.20 免許）
東京都三鷹市、武蔵野市、
埼玉県さいたま市
大分県大分市、由布市ZTV（H28.9.28 免許）

三重県8市町、滋賀県4市、
和歌山県6市町

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰﾌﾟ
（H29.1.24 免許）
三重県名張市

浜松ケーブルテレビ
（H30.7.2)
静岡県湖西市

ｼｰ・ﾃｨｰ・ﾜｲ（H29.7.3)
三重県四日市市・いなべ市・
桑名市・菰野町・木曽岬町

上田ケーブルビジョン
（H30.8.8免許）
長野県上田市

ＹＯＵテレビ
（H30.8.14)
神奈川県川崎市

株式会社アイ・キャン
（H30.10.22免許)
山口県岩国市、玖珂郡和木町

Kビジョン
（H29.5.30 免許）
山口県下松市、光市

ケーブルテレビ株式会社
（H30.9.20) 栃木県栃木市

株式会社ケーブルテレビ富山
（H30.10.29）
富山県富山市

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･
ｺﾐｭﾆﾃｨ（H29.12.22）
長野県長野市

日本海ケーブルネットワーク株式会社
（H30.9.10) 鳥取県鳥取市

株式会社鳥取テレトピア
（H30.9.10) 鳥取県鳥取市

中海ﾃﾚﾋﾞ放送
（H30.2.7)
鳥取県米子市

矢掛放送
岡山県矢掛町

株式会社八戸テレビ放送
（H30.10.23免許)
青森県八戸市

4G へ

（ ）

4G系の40事業者へ
コア設備機能を提供中

（SIMも提供）
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地域BWAの今後

• 地域BWAの自営利用
• 地域BWAは電気通信事業向けの無線免許

• 地域BWAの自営利用について検討が進められている

• 弊社が想定する2つの導入イメージ
• ①コア設備までフルセットで導入する100％自前

• 比較的大規模な企業向け

• BWAベンダが設備導入（独自IMSI）

• ②コア設備はクラウド事業者に任せる形態
• 中小規模の企業向け

• 弊社サービス提供に期待（IMSIは共通）

IP回線で接続
（無線：レピータ等）

インターネットインターネットインターネット

地域BWAコア設備
2.5GHz帯
小型eNB

リアルタイム処理
クラウドASP

リアルタイム処理

役場の周辺

オフライン区間オフライン区間
既存IP

一次産業向け
オフライン
一次産業向け
オフライン対策
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地域BWAの今後

• 地域BWAにおけるIoT
• 4G（LTE）系のLPWA（Low Power Wide Area）規格

• LTE-M・・・ eMTC（enhanced Machine Type Communication）

• NB-IoT・・・ Narrow Band IoT

項目 eMTC（LTE-M） NB-IoT

通信方式 FDD、HD-FDD、TDD HD-FDD

コスト

シングルアンテナ(MIMO無)、半二重、データ処
理の簡素化等により、構造を簡素化し、低コス
トを実現

バッテリ寿命 10年以上＠単三×2 10年以上

カバレッジ拡張 ＋15dB ＋23dB

モビリティ 時速50㎞程度まで なし

2.5GHz帯向けチップセット対応の遅れ⇒IoT展開は5Gから

※）出典：総務省・情報通信審議会の公開資料より

地域BWAに適用・制度化された規格（2017/9）
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地域BWAの今後

• 地域BWAの５G化
• 既存バンドの5G NR（New Radio）化

• 情通審・新世代モバイル通信システム委員会にて今後審議

• 地域BWA事業者としての弊社の考え方
• 現行のサービス開始は2016年春～

• 2020年代中頃には、設備更新時期を迎える（想定）

• 4G基地局⇒5G基地局へ入替え

• 新たなIMSIの追加は想定していない

全国BWA（WCP社）
30MHz幅

地域BWA
20MHz幅

全国BWA（UQ社）
50MHz幅

2575MHz 2595MHz

【BWA帯】
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ローカル5G（4.5GHz帯／28GHz帯）

• 自営利用等
• 2018年12月から情通審にて審議を開始

• 28GHz帯の100MHz幅は、先行して今年夏頃の制度整備が
見込まれる（総務省の計画）

• 自営BWA同様に“5Gフル設備の導入”が想定される
• 個々にIMSI消費の可能性

26GHz

固定
無線

5G
400MHz

5G
400MHz

5G
400MHz

5G
自営用等で利用できる割当枠 900MHz

5G
400MHz

27.0GHz 28.227.8 29.5GHz

2,500MHz幅

27.4 29.128.3

4.5GHz帯

28GHz帯

4G
LTE

5G
100MHz

5G
100MHz

5G
100MHz

5G
100MHz

5G
100MHz

GB
100MHz

航空機
電波

高度計

GB
100MHz

5G
100MHz

5G 200MHz
自営用等で利用

できる割当枠

100MHz
4.9G
FWA

3600MHz 4200 4400 4900MHz

600MHz幅 500MHz幅

4500 48004100 4600

今夏に制度整備が見込まれる帯域
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ローカル5G（4.5GHz帯／28GHz帯）

• 地域BWAとしての関わり方（弊社の期待）
• ①自営5G希望者へコア設備をクラウド提供

• 企業は、5G免許で基地局のみ整備

• 弊社にて5Gコア設備を提供
• 閉域網構築、運用・保守サポート

• 弊社と共通のIMSI

• ②地域BWAとの組合せ
• 地域BWAのエリア内

• 屋内施設での活用、過密地域での容量不足解消など

• IMSIは、既存4Gと共通で利用（想定）

eLTEコア
（次世代コア）

InternetInternetInternet

28GHz帯
スモールセル

2.5GHz帯
BWA

マクロセル

4.5GHz帯
マクロセル（併設）

28GHz帯
スモールセル

28GHz帯
スモールセル

設備管理

連絡など

設備管理
映像伝送
連絡など

InternetInternetInternet

LTEコア

2.5GHz帯
BWA

マクロセル

5G

地域BWA
＋

ローカル5G

4Gネットワーク（現状）
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IMSIに関わる考え方

• ①IMSIの利用方法
• ネットワーク、加入者（端末）の識別管理で利用

• PLMN-ID（MCC+MNC）でネットワーク識別

• 加入者コード（MSIN）で加入者管理
• 当初は自治体向け、一般向け等でブロック管理

• 今は、区別なく、昇順に利用

• SIMに書き込んだ形で地域BWA事業者へ提供
• 現状、外部からの書換え運用はしていない

• IoT等のﾓｼﾞｭｰﾙ一体型普及に合わせ、eSIM設備導入を検討

• ②IMSIの今後の利用見込み
• 現在「44002-10桁」を利用（2016年3月開始）

• 2018年12月末時の利用者数：約47,000件（前年比+2万）

• 将来、IoT向け等の利用増が見込まれるものの、10年以内に
100億台を超えるのは現実的でないと考える
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IMSIに関わる考え方

• ③IMSIの指定可能事業者数の確保
• 自営BWA、自営5Gの扱いについて

• 利用する企業が、コアを含むフル設備所有を希望する場合、
独自IMSIの運用が伴う ⇒ IMSI需要増の可能性

• 一方で、例えば、地域BWA系ベンダーの中には・・・
• ベンダーがIMSIを取得し、SIMも含めてシステム販売

• 事業者コード（MNC）の2桁⇒3桁化について
• 増加する可能性のあるMNC確保に3桁化は有効と考えられる

• 既に利用中の「44002」のMNC3桁化の影響について
• PLMN-IDを変更する影響について、現時点では判断ができない（

3GPP標準では“推奨しない”、“スコープ外”との情報もある）

• 加入者コードが10桁⇒9桁に（1/10）減少する点については、弊社とし
ての影響は小さいと考えられる

• 利用していない「441」のMNC3桁化について
• 弊社として直接的な問題はないと考えられる

• なお今後、相互接続した際の影響については、現時点で判断できない



14P.

EOF


