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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

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

2019年6月30日現在
全国で80者が無線局免許を取得（高度化方式：72者）

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、大潟村

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

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

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

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

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）

：サービス中（既存方式）

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

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

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

株式会社八戸テレビ放送
（H30.10.23免許)
青森県八戸市

WiMAX⇒4G技術方式
の制度追加で急速に普及

岩見沢（H31.2.15免許）
北海道岩見沢市

新川ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
（H30.12.3）
富山県魚津市

飯田ケーブルテレビ
（H31.2.15）
長野県飯田市

福井ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
（H31.1.22 免許）
福井県福井市

ひらたCATV（H31.2.20)
島根県出雲市

ちゅピCOMおのみち
（H29.10.5 免許)
広島尾道市

株式会社鳥取テレトピア
（H30.9.10) 鳥取県鳥取市

山陰ケーブルビジョン
（H30.12.28)
島根県松江市

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

姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
(H27.12.18 免許)
兵庫県姫路市

ミクスネットワーク（H31.2.7）
愛知県岡崎市

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

ゆずの里ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（H31.2.19)
埼玉県入間郡越生町、毛呂山町

多摩ｹｰﾌﾞﾙネットワークﾞ（H30.12.3)
東京都羽村市

上田ケーブルビジョン
（H30.8.8免許）
長野県上田市

Goolightグーライト
（H30.2.20）
長野県須坂市

伊那ケーブルテレビ
ジョン（H30.3.25）
長野県伊那市

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

アイシーシー（H31.3.27）
愛知県一宮市

いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ（H31.3.13）
千葉県市原市

アイテック阪急阪神（H31.3.15)
東京都足立区

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

加賀ｹｰﾌﾞﾙ
（H29.3.19 免許）
石川県加賀市

青森ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
(H31.4.3 免許)
青森県青森市

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

ﾗｯｷｰﾀｳﾝﾃﾚﾋﾞ（H31.4.15）
三重県桑名市など

エルシーブイ（R1.5.7）
長野県諏訪市

地域BWAの普及状況・・・2019年度
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地域BWAの活用の拡大
• 電波空白地への展開

– 一次産業向けの“オフライン対策”ニーズ（農業・林業）

• 例）林業支援・・・植林等のデータ管理、空撮、連絡手段など

• 例）農業支援・・・作物の生育管理、農薬散布など

インターネット

地域BWAコア設備

2.5GHz帯
小型eNB

クラウドASP
リアルタイム処理

携帯電話（4G）の
エリア外で

利活用を想定
役場の周辺

オフライン区間

既存IP

IP回線で接続
（FWA等）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiin9rMv4rfAhUKwLwKHf20CbYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_923.html&psig=AOvVaw2Y1fHyKZPz_hf1FqEJ-tcW&ust=1544160432629517
https://illpop.com/png_jobhtm/forestry_a19.htm
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.irasutoya.com/2017/04/blog-post_115.html&psig=AOvVaw2Y1fHyKZPz_hf1FqEJ-tcW&ust=1544160432629517
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk4Lz5wYrfAhVM57wKHZTqC_MQjRx6BAgBEAU&url=https://illustcut.com/?p%3D4896&psig=AOvVaw2Dh3tSy9TeSnFhdFBwjebj&ust=1544161987593736
https://www.sozailab.jp/sozai/detail/3995/
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2017/06/9963.png
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地域BWAによるドローン活用
• 要望

– ドローン利用ニーズの増加

• 地域BWAの普及に合わせて
– ◎農業・林業分野（携帯圏外）・・・空撮（生育管理など）、農薬散布

– 港湾エリア（ストックヤード、工場敷地内など）・・・盗難監視

– 当面は実証事業の位置付けでの利用を想定

• 『実用化試験局制度』を活用（商用基地局エリア内で利用）

• 今後の課題

– TDD遠方捕捉問題

• 当面は、（離隔のある）単独基地局内で運用する、台数制限
する等の工夫

– 実用局化・・・最終的には目指したい
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