
放送設備における安全・信頼性の確保

認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者、登録一般放送事業者は、設備に起因す
る放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由または原因と
ともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。（放送法第113、122、137条）

放送法の改正（平成23年６月30日施行）により、放送設備の安全・信頼性の確保を図るため、重大な事故に関する報告制度を整備。
また、重大な事故以外の全ての放送停止事故※１についても、半年または１年ごとに各事業者から報告。

認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者は半年ごと、登録一般放送事業者は１年
ごとに、設備の状況について総務大臣に報告しなければならない。（放送法施行規則第127、159条）

※２ 認定基幹放送事業者はソフト事業者、特定地上基幹放送事業者はハード・ソフト一致事業者、基幹放送局提供事業者はハード事業者
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報告が必要な重大な事故（放送法施行規則第125、157条）（要約）

本資料は、上記の制度に基づき、各事業者から報告された平成30年度の放送停止事故の発生状況を集計・分析した概要

重大な事故の報告

全ての放送停止事故※１に関する報告

地上基幹放送 移動受信用地上基幹放送 衛星基幹放送 衛星一般放送 有線一般放送

・地上デジタル放送
・中波放送
・超短波放送
・短波放送
・コミュニティ放送

・マルチメディア放送
（Ｖ－Ｌｏｗは空中線電力５００Ｗ超、
Ｖ－Ｈｉｇｈは空中線電力３Ｗ（非再生
中継方式局は５０Ｗ）超）

・ＢＳ放送
・東経１１０度ＣＳ放送

・東経１２４/１２８度ＣＳ放送　等 ・ケーブルテレビ

報告の対象

停止時間
親局：１５分以上
（コミュニティ放送の親局は２時間以上）
重要な中継局：２時間以上

親局：１５分以上
中継局：２時間以上

１５分以上 ２時間以上 ２時間以上

影響利用者数 － － － － ３万以上

放送の種別

基幹放送事業者（認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者）、基幹放送局提供事業者※２ 登録一般放送事業者

設備に起因して放送の全部または一部を停止させた事故

別紙

※１ 放送法施行規則別表第49号に基づき以下のいずれにも該当するもの。
・放送の停止を受けた利用者の数が500以上又は利用者の過半数に影響が及ぶもの
・放送の停止時間が2時間以上のもの


Sheet1

		放送の種別 ホウソウシュベツ		基幹放送事業者（認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者）、基幹放送局提供事業者※２ ジギョウシャニンテイキカンホウソウジギョウシャトクテイチジョウキカンホウソウジギョウシャキカンホウソウキョクテイキョウジギョウシャ						登録一般放送事業者 トウロクイッパンホウソウジギョウシャ

				地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ		移動受信用地上基幹放送 イドウジュシンヨウチジョウキカンホウソウ		衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ		有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

				・地上デジタル放送
・中波放送
・超短波放送
・短波放送
・コミュニティ放送 チジョウホウソウチュウナミホウソウチョウタンパホウソウタンパホウソウホウソウ		・マルチメディア放送
（Ｖ－Ｌｏｗは空中線電力５００Ｗ超、Ｖ－Ｈｉｇｈは空中線電力３Ｗ（非再生中継方式局は５０Ｗ）超） ホウソウセンクウチュウセンデンリョクヒサイセイチュウケイホウシキキョクチョウ		・ＢＳ放送
・東経１１０度ＣＳ放送 ホウソウトウケイドホウソウ		・東経１２４/１２８度ＣＳ放送　等 トウケイドホウソウトウ		・ケーブルテレビ

		報告の対象 ホウコクタイショウ		設備に起因して放送の全部または一部を停止させた事故 セツビキインホウソウゼンブイチブテイシジコ

		停止時間 テイシジカン		親局：１５分以上
（コミュニティ放送の親局は２時間以上）
重要な中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウホウソウオヤキョクジカンイジョウジュウヨウチュウケイキョクジカンイジョウ		親局：１５分以上
中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウチュウケイキョクジカンイジョウ		１５分以上		２時間以上		２時間以上

		影響利用者数 エイキョウリヨウシャスウ		－		－		－		－		３万以上 マンイジョウ
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重大事故以外の事故

重大事故

※３

地上系・衛星系※１の放送での停止事故の発生状況① ※１ 基幹放送、衛星一般放送
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※２ ・地上アナログテレビジョン放送は平成２３年度末まで集計し、マルチメディア放送は平成２４年度当初より集計。
・同一地域で同一時間帯に発生したフェージング、降雨減衰等に起因した障害は、１件として計上。
・同一局所で同一原因により断続的に発生した障害は、復旧までの累積時間を障害の時間とし、１件として計上。
・複数事業者の設備が同一箇所に設置されている場合、当該箇所で発生した障害は、１件として計上。

(発生月)

重大な事故の発生状況

・平成３０年度における放送停止事故の発生件数※２は４１７件であり、このうち重大事故の件数は４０件で全体の約１０％。重大事故の件数及び全体に占める割合は、集計
を始めて以来過去最高。なお、平成３０年９月の北海道胆振東部地震による大規模停電を原因とする重大事故は１１件。

・放送停止事故の発生件数は、平成２４年度から減少傾向にあったが、平成２９年度に増加したものの、平成３０年度は再び減少。

平成２３年度 平成２４年度

※３ 放送の停止事故に係る報告制度は平成２３年６月３０日より施行されたため、平成２３年度は７月から集計。

(件数)

平成２５年度

発生件数：４９５件
重大事故：３４件（約７％）

発生件数：５６５件
重大事故：３８件（約７％）

発生件数：５０８件
重大事故：３３件（約６％）

平成２６年度

発生件数：４８７件
重大事故：２７件（約６％）

発生件数：３８８件
重大事故：１５件（約４％）

平成２７年度

発生件数：４１７件
重大事故：２２件（約５％）

発生件数：４４４件
重大事故：２７件（約６％）

平成２９年度 平成３０年度平成２８年度

発生件数：４１７件
重大事故：４０件（約１０％）



地上系・衛星系※の放送での停止事故の発生状況② ※基幹放送、衛星一般放送
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放送種別毎の発生状況

・地上デジタル放送や中波放送等での放送停止事故は、例年７月～８月に比較的増加の傾向にあったが、平成３０年度は７月～８月は例年ほど多く

なく、９月～１０月に増加。９月の増加は北海道胆振東部地震による停電を起因とするもの。
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地上アナログ放送

衛星一般放送

衛星基幹放送

コミュニティ放送

マルチメディア放送

短波放送

超短波放送

中波放送

地上デジタル放送

(件数)
平成２３年度 平成２４年度

(発生月)

平成２５年度 平成２６年度 平成２８年度平成２７年度 平成２９年度 平成３０年度



放送種別

合 計
（件数）

地上 基幹放送

衛星 基幹放送 衛星一般放送

親局

重要 な中 継局
（プラン局 ※）

小規 模な中継局

継続時間

地上 アナ ログ 放送、
地上デジタル 放送、

中 波放送、
中 波放送の主たる補完中継局、

超短波放送、
短波放送、

マル チメデ ィア放 送

コミュニティ放 送

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

15分未満 227 302 302 299 271 229 249 161 39 55 87 85 76 98 92 42 16 77 45 48 73 62 65 52 20 19 35 45 40 20 22 4 86 42 70 51 47 19 38 30 14 31 14 26 19 14 15 19 52 78 51 44 16 16 17 14

15分以上 30分未満 30 45 28 23 23 29 23 22 4 8 5 5 3 0 3 3 8 21 13 7 14 18 11 10 2 3 1 1 2 0 2 0 11 7 4 3 2 8 2 7 1 3 2 1 2 1 2 1 4 3 3 6 0 2 3 1

30分以上 1時間未満 51 52 41 40 25 30 27 34 3 2 4 3 3 0 3 4 16 12 16 21 13 14 10 15 3 3 0 2 1 5 2 0 18 21 8 10 7 8 6 13 2 4 5 1 1 0 1 1 9 10 8 3 0 3 5 1

1時間以上 1時間30分未満 25 20 33 16 15 16 26 22 0 0 1 1 0 1 4 1 2 14 18 6 7 5 8 7 1 1 1 0 1 0 1 2 21 4 11 8 7 10 12 12 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

1時間30分以上 2時間未満 23 22 13 19 22 13 15 22 2 1 2 0 1 0 1 0 2 9 3 5 10 4 3 7 1 2 3 1 1 2 0 2 16 7 5 11 10 5 11 11 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2

2時間以上 5時間未満 75 55 42 48 39 36 60 59 1 2 2 0 1 1 2 2 10 9 6 11 10 5 9 7 3 3 1 7 3 3 1 3 60 40 32 28 24 27 47 47 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

5時間以上 10時間未満 30 39 21 22 12 17 24 37 0 0 0 1 1 0 0 2 2 5 5 4 3 2 3 8 1 1 2 1 0 0 1 2 27 32 14 16 8 15 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

10時間以上 34 30 28 20 10 18 20 60 0 1 1 1 0 1 2 0 5 4 9 3 0 2 4 8 0 2 1 0 2 1 0 1 28 21 17 15 8 14 14 50 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

計 495 565 508 487 417 388 444 417 49 69 102 96 85 101 107 54 61 151 115 105 130 112 113 114 31 34 44 57 50 31 29 14 267 174 161 142 113 106 150 194 18 42 23 31 22 17 19 22 69 95 63 56 17 21 26 19

赤枠内の うち重大事故 計 （件数） 34 38 33 27 22 15 27 40 8 9 7 5 6 2 10 9 17 17 17 17 13 9 13 23 4 4 4 3 3 4 2 6 4 6 5 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1

・継続時間が１５分未満の放送停止事故が全体の約３９％（１６１件）を占める一方、継続時間が１０時間以上の放送事故が６０

件発生し（うち、５０件は小規模な中継局）、過去最多（全体の約１４％）。これは、北海道胆振東部地震（最大震度７）に伴う

大規模停電が影響したもの。

・発生原因としては、停電等の第三者要因が全体の約４１％（１７３件）と

一番多く、次いで設備故障が全体の約２８％。

・人為的要因の場合には継続時間１５分未満の放送停止の割合が多く、

停電等の第三者要因の場合には放送停止が長時間に及ぶ場合の割合

が多い（２時間以上では１５６件中９４件が第三者要因）。

地上系・衛星系※の放送での停止事故に係る継続時間と放送種別の関係 ※基幹放送、衛星一般放送

※ 基幹放送用周波数使用計画に記載されている中継局

4

放送停止の継続時間と放送種別の関係 ：重大事故が含まれる領域

放送停止の継続時間と発生原因の関係

※ 括弧内の赤字は、重大事故の発生件数を示す

平成30年度 継続時間（規模別） 平成30年度 発生原因
注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。

発生原因　　

　継続時間
 短時間（１５分未満） 78 101 94 77 53 58 70 45 14 65 46 45 49 41 57 17 74 41 91 83 82 56 52 45 23 55 61 79 78 69 60 43 38 40 10 15 9 5 10 11

 中程度（１５分～２時間） 51 (6) 36 (5) 35 (3) 37 (5) 32 (3) 35 38 (2) 38 (3) 14 (1) 32 (1) 31 (1) 19 (1) 8 11 20 (1) 8 39 45 (1) 24 27 18 30 (1) 14 (1) 34 8 (3) 21 (4) 19 (6) 11 22 (2) 7 12 (2) 14 (3) 17 5 6 4 5 5 7 (1) 6

 長時間（２時間以上） 55 (12) 38 (10) 27 (7) 34 (9) 22 (6) 20 (5) 42 (5) 35 (9) 33 (9) 32 (6) 26 (8) 20 (5) 8 (3) 25 (5) 30 (7) 20 (4) 48 (1) 44 (9) 34 (6) 34 (6) 25 (7) 20 (2) 27 (5) 94 (21) 2 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (1) 3 4 (1) 4 (3) 2 1 6 1 0 3 (1) 2 (1) 1 5

計 184 (18) 175 (15) 156 (10) 148 (14) 107 (9) 113 (5) 150 (7) 118 (12) 61 (10) 129 (7) 103 (9) 84 (6) 65 (3) 77 (5) 107 (8) 45 (4) 161 (1) 130 (10) 149 (6) 144 (6) 125 (7) 106 (3) 93 (6) 173 (21) 33 (5) 80 (6) 83 (8) 92 (1) 103 (2) 80 (1) 76 (5) 59 (3) 56 51 17 19 17 (1) 12 (1) 18 (1) 22

H23年度 H30年度H27年度H23年度 H26年度H24年度 H29年度H25年度 H28年度H27年度 H27年度H24年度 H25年度

その他

H28年度 H30年度H26年度H25年度 H26年度 H30年度 H28年度H25年度 H28年度H29年度H26年度 H30年度 H23年度 H24年度H26年度 H24年度H30年度 H23年度H27年度H25年度H23年度 H27年度H28年度H24年度 H29年度

設備故障

H29年度

自然災害 第三者要因（停電含む）

H29年度

人為的要因

【令和４年11月24日 第三者要因（停電含む）の平成30年度重大事故発生件数の数値を訂正。】


事故定義の表 (4)

		

				放送の種別 ホウソウシュベツ		基幹放送事業者（認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者）※２ ジギョウシャニンテイキカンホウソウジギョウシャトクテイチジョウキカンホウソウジギョウシャキカンホウソウキョクテイキョウジギョウシャ						登録一般放送事業者 トウロクイッパンホウソウジギョウシャ

						地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ		移動受信用地上基幹放送 イドウジュシンヨウチジョウキカンホウソウ		衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ		有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

						・地上デジタル放送
・中波放送
・超短波放送 ※1
・短波放送
・コミュニティ放送 チジョウホウソウチュウナミホウソウチョウタンパホウソウタンパホウソウホウソウ		・マルチメディア放送
（Ｖ－Ｌｏｗは空中線電力５００Ｗ超、Ｖ－Ｈｉｇｈは空中線電力３Ｗ（非再生中継方式局は５０Ｗ）超） ホウソウセンクウチュウセンデンリョクヒサイセイチュウケイホウシキキョクチョウ		・ＢＳ放送
・東経１１０度ＣＳ放送 ホウソウトウケイドホウソウ		・東経１２４/１２８度ＣＳ放送　等 トウケイドホウソウトウ		・ケーブルテレビ

				報告の対象 ホウコクタイショウ		設備に起因して放送の全部または一部を停止させた事故 セツビキインホウソウゼンブイチブテイシジコ

				停止時間 テイシジカン		親局：１５分以上
（コミュニティ放送の親局は２時間以上）
重要な中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウホウソウオヤキョクジカンイジョウジュウヨウチュウケイキョクジカンイジョウ		親局：１５分以上
中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウチュウケイキョクジカンイジョウ		１５分以上		２時間以上		２時間以上

				影響利用者数 エイキョウリヨウシャスウ		－		－		－		－		３万以上 マンイジョウ

						※1 FM形式によるAMラジオ放送の補間中継局について ケイシキホウソウホカンチュウケイキョク

						「親局の主たる補完中継局」の場合、空中線電力の上限を当該補完中継局が設置される都道府県において県域ＦＭ放送（関東広域圏は東京都、

 バアイ

						中京広域圏は愛知県、近畿広域圏は大阪府）を行う基幹放送事業者の「親局」の空中線電力の値とすることにかんがみ、超短波放送の「親局」の

						放送設備の安全・信頼性基準を適用することとする。

						　　　参照URL     http://www.soumu.go.jp/main_content/000279301.pdf サンショウ

						・この措置により、①当該補完中継局は「15分以上の停波」が重大事故の対象となるほか、②耐震対策や停電対策等の措置も必要となる。

						・「その他の補完中継局」については、超短波放送の「中継局」の放送設備の安全・
信頼性基準を適用する。





更新履歴

		Rev		更新日時 コウシンニチジ		修正点 シュウセイテン

		3		8/29/17		・一部の表でH27年度データ用セルに計算式が残っていたため数値で上書き。
・このデータを元にH28年度の設備の状況報告取りまとめ資料を作成。 イチブヒョウネンドヨウケイサンシキノコスウチウワガモトネンドセツビジョウキョウホウコクトシリョウサクセイ

		4		9/1/17		・4/16 熊本民放４社の重大事故で、事故継続時間を33分→1時間6分。
　（一番長かった熊本放送の事故継続時間を採用する）
・1/6 RADIO NEOの事故を事故カウント対象外にする（本来予定していたのと異なる素材を放送したが、音声自体は正常再生されたため）。 クマモトミンポウシャジュウダイジコジコケイゾクジカンプンジカンプンイチバンナガクマモトホウソウジコケイゾクジカンサイヨウジコジコタイショウガイホンライヨテイコトソザイホウソウオンセイジタイセイジョウサイセイ

		5		9/15/17		・「種別・原因」シートのH28年度有線放送の重大事故内訳を最新データに修正。 シュベツゲンインネンドユウセンホウソウジュウダイジコウチワケサイシンシュウセイ

		6		9/21/17		・1/16発生のエフエム周南での重大事故継続時間に誤りがあり修正
　　2:49:20→2:59:20(統計には影響なし）
・5/13発生のエフエムとおかまちの分類をＣ親→中に変更（重大事故件数には影響なし、統計に多少の影響）
・再集計結果を元に、報告書rev4を作成。
・再集計結果を元に、重大事故詳細revを作成。 ハッセイシュウナンジュウダイジコケイゾクジカンアヤマシュウセイトウケイエイキョウハッセイブンルイオヤチュウヘンコウジュウダイジコケンスウエイキョウトウケイタショウエイキョウサイシュウケイケッカモトホウコクショサクセイサイシュウケイケッカモトジュウダイジコショウサイサクセイ





データの更新手順メモ

		

												１．集計に必要なシート シュウケイヒツヨウ

														新年度データを追加する場合、下記シートの作成及び更新作業が必要。 シンネンドツイカバアイカキサクセイオヨコウシンサギョウヒツヨウ

														「２７　集計用」シートより右側のシートは過去データであり、編集する必要はない。 シュウケイヨウミギガワカコヘンシュウヒツヨウ

														(1)作成 サクセイ

														①「xx 集計用」シート：　平成xx年度設備状況報告書のデータ入力用。 シュウケイヨウヘイセイネンドセツビジョウキョウホウコクショニュウリョクヨウ

														(2)更新（新年度データの追加） コウシンシンネンドツイカ

														①「時間と事業者」シート(1)～(3)：　障害継続時間の集計用。 ジカンジギョウシャショウガイケイゾクジカンシュウケイヨウ

														②「月別総数　解析（メディア　月別件数）」シート：　放送事業者ごとの月別事故発生件数集計用。 ツキベツソウスウカイセキツキベツケンスウホウソウジギョウシャツキベツジコハッセイケンスウシュウケイヨウ

														③「メディア月別総数（グラフ）」シート：　②のデータを基に、月別事故発生件数のグラフを作成。 ツキベツソウスウモトツキベツジコハッセイケンスウサクセイ

														④「月別総数（グラフ）」シート：　②のデータを基に、月別の重大事故発生件数のグラフを作成。 ツキベツソウスウモトツキベツジュウダイジコハッセイケンスウサクセイ

														⑤「種別ー原因」シート：　発生原因の集計用（放送事業者別）。 シュベツゲンインハッセイゲンインシュウケイヨウホウソウジギョウシャベツ

														⑥「設備ー原因」シート：　発生原因の集計用（故障設備別）。 セツビゲンインハッセイゲンインシュウケイヨウコショウセツビベツ

														⑦「時間と事業、原因」シート：　故障原因ごとの障害継続時間集計用。 ジカンジギョウゲンインコショウゲンインショウガイケイゾクジカンシュウケイヨウ

														⑧「事業者の対応状況」シート：　復帰方法の集計用。 ジギョウシャタイオウジョウキョウフッキホウホウシュウケイヨウ

														データの追加手順は、 ツイカテジュン

																(1)①の「時間と事業者」シートの前年度のデータ列をコピーして、隣列に挿入。この時、各セル内容は計算式によるものではなく、値をコピー。 ジカンジギョウシャトナリレツソウニュウトキカクナイヨウケイサンシキアタイ

																　　（前年度データ列をコピーして、「コピーしたセルの挿入」で左隣に列をコピー。その後コピーしたデータ列を前年度データの値で上書きするのが簡単）。 ゼンネンドレツソウニュウヒダリトナリレツアトレツゼンネンドアタイウワガカンタン

																　　計算式が定義してあるセル群は、本年度データの集計用に使用する。 ケイサンシキテイギグンホンネンドシュウケイヨウシヨウ

																(2)①～②、⑤～⑧について(1)の処理を行った後、「変数」タブの内容を本年度の内容に変更。 ショリオコナアトヘンスウナイヨウホンネンドナイヨウヘンコウ

																　　（前年度データを先に値コピーしておかないと、このタイミングでぶっ壊れるので注意！） ゼンネンドサキアタイコワチュウイ

												２．「メディア月別総数（グラフ）」シートの更新手順 ツキベツソウスウコウシンテジュン

														「月別総数　解析（メディア　月別件数）」シートの更新作業完了後、下記の手順でグラフデータを更新する。 ツキベツソウスウカイセキツキベツケンスウコウシンサギョウカンリョウゴカキテジュンコウシン

														(1)「グラフツール」→「デザイン」→「データの選択」 センタク

														(2)「凡例項目（系列）」の「追加」をクリック。 ハンレイコウモクケイレツツイカ

														(3)「系列名」に「H26DTV」を入力（平成26年度データの場合）。年度とデータ種別が特定できる名称であれば何でも良い。 ケイレツメイニュウリョクヘイセイネンドバアイネンドシュベツトクテイメイショウナンヨ

														(4)「系列値」入力欄をいったんクリアし、「月別総数　解析（メディア　月別件数）」シートの平成26年度 ケイレツアタイニュウリョクランツキベツソウスウカイセキツキベツケンスウヘイセイネンド

														　　地上デジタル放送の数値データを範囲指定する。この時、データ値の有無に関係なくコピー開始位置は チジョウホウソウスウチハンイシテイトキアタイウムカンケイカイシイチ

														　　必ずH23年7月からすること。設定後、「ＯＫ」をクリックする。 カナラネンガツセッテイゴ

														(5)この時点で追加データがグラフ上に表示されるが、色が過去年度の地上デジタル放送のものと異なり、 ジテンツイカジョウヒョウジイロカコネンドチジョウホウソウコト

														　　数値も表示されていない。また余計な凡例が追加される。 スウチヒョウジヨケイハンレイツイカ

														(6) (5)でグラフ上で追加された部分を選択してから右クリックし、「データ設定の書式設定」を選択。 ジョウツイカブブンセンタクミギセッテイショシキセッテイセンタク

														　　「塗りつぶし」の設定を「自動」から「塗りつぶし（単色）」に変更し、色指定を過去年度の地上デジタル放送 ヌセッテイジドウヌタンショクヘンコウイロシテイカコネンドチジョウホウソウ

														　　と同じ色に変更する。 オナイロヘンコウ

														(7) (6)の選択状態を維持した状態で、「グラフツール」→「レイアウト」→「データラベル」→「中央」を設定し、値を表示。 センタクジョウタイイジジョウタイチュウオウセッテイアタイヒョウジ																						（Excelバージョンアップで設定できなくなった） セッテイ

														　　グラフ右上の「＋」アイコンをクリック→データラベルにチェックを入れる。 ミギウエイ

														　　値が「０」のラベルは邪魔なので、クリックして「削除」。 アタイジャマサクジョ

														(8) (7)で表示された数値をクリック後、「グラフツール」→「書式」→「Ａ」アイコンで文字の色を再指定する。 ヒョウジスウチゴショシキモジイロサイシテイ

														(9) 凡例の「H26HDV」を選択後に右クリックし、「削除」を実行する。これで(2)～(5)の手順で追加された凡例の項目が消える。 ハンレイセンタクゴミギサクジョジッコウテジュンツイカハンレイコウモクキ

														(10) 他の放送事業者データについても同様に、(2)～(9)の手順を繰り返す。 タホウソウジギョウシャドウヨウテジュンクカエ

														(11) データラベルとして0を表示したくない場合は、データラベルを選択して右クリック後、「データラベルの書式設定」→「表示形式」。 ヒョウジバアイセンタクミギゴショシキセッテイヒョウジケイシキ

														　　　「分類」から「ユーザ設定」を選択後、「表示形式コード」に「#,###;-#,###」を設定し「追加」。 ブンルイセッテイセンタクゴヒョウジケイシキセッテイツイカ

														(12)表示する年度数が増えてくると、バーの幅が細くなってデータ値がバーからはみ出てくる。 ヒョウジネンドスウフハバホソアタイデ

														　　バーを太くするには
 フト

														　①棒グラフのいずれかのデータ系列上にマウスを移動し、右クリック。

														　②ショートカットメニュー［データ系列の書式設定］をクリック。

														　③［系列のオプション］→［棒の間隔］欄の数値を変更 ケイレツ

												※補足事項(H29.6.23) ホソクジコウ

														H28年度より、集計用シートに ネンドシュウケイヨウ

																Ｍ列：除外(瞬停、着雪) レツジョガイ

																Ｎ列：最終集計対象 レツ

														が追加し、H27年度までのL列の変わりにN列を使用する。またそれ以降の列のデータも順次ずれる。 ツイカネンドレツカレツシヨウイコウレツジュンジ

														それに合わせて、「変数」シート内の集計用定義も更新する。 アヘンスウナイシュウケイヨウテイギコウシン

														これは、集計をしているうちに、報告書に記載する事故の基準が地方総通局によって異なることが分かったため。 シュウケイホウコクショキサイジコキジュンチホウソウツウキョクコトワ

														例えば、北海道からは商用電源が停電してから非常用発電機が起動するまでの数秒間の停電事故が毎年大量に報告されるが、 タトホッカイドウショウヨウデンゲンテイデンヒジョウヨウハツデンキキドウスウビョウカンテイデンジコマイトシタイリョウホウコク

														他の総通局からはほとんど報告がない。 タソウツウキョクホウコク

														ＮＨＫでは、「設備が故障しているわけではないため、自然回復するものについては報告には上げない。」と過去に内部取り決めしたとのこと。

														その基準に合わせて、いくつかの場合については集計対象から除外するようにした。 キジュンアバアイシュウケイタイショウジョガイ

														L列で○を外さなかったのは、以下の理由による。 レツハズイカリユウ

														(1) 集計から除外した時の影響をチェックできるようにするため。

														(2) 除外対象を変更する際の作業を楽にするため。 ジョガイタイショウヘンコウサイサギョウラク





変数

				※このシートは、平成N年度の統計を平成(N+1)年度版に更新する作業を容易にするためのものです。このシートで定義している文字変数を使って集計処理を記述しておくことにより、次年度版への更新作業が容易となります。 ヘイセイネンドトウケイヘイセイネンドバンコウシンサギョウヨウイテイギモジヘンスウツカシュウケイショリキジュツツギネンドバンコウシンサギョウヨウイ

				※注意：　行番号決め打ちで集計用関数を実行している為、「変数」シート上でうかつに行挿入すると行番号がずれ、集計エラーとなる危険があります。（実際は多分、Excelの機能で自動的に他タブで使用している関数の引数が修正されると思います） チュウイギョウバンゴウキウシュウケイヨウカンスウジッコウタメヘンスウウエギョウソウニュウギョウバンゴウシュウケイキケンジッサイタブンキノウジドウテキタシヨウカンスウヒキスウシュウセイオモ

				　　（基本的に、各集計項目の1行目が10の倍数行になるようにしてあります。局種だけ、項目数が多いため例外です。） キホンテキカクシュウケイコウモクギョウメバイスウギョウキョクタネコウモクスウオオレイガイ

				変数定義変更等で変数シートのコピーを作成する場合、必ずオリジナルシートの方を本尊として使用してください。
（たとえコピーした方をのシート名を「変数」と変更したとしても、他シートの関数内で参照しているのはオリジナルシートの方です。） ヘンスウテイギヘンコウトウヘンスウサクセイバアイカナラホウホンゾンシヨウホウメイヘンスウヘンコウタカンスウナイサンショウホウ

				統計処理対象シート= トウケイショリタイショウ				30　集計用

				対象データの先頭行番号= タイショウセントウギョウバンゴウ				3		　　　　　　　集計対象となる年度のワークシート名、 シュウケイタイショウネンドメイ

										　　　　　　　対象データの先頭・最終行番号をセットします。

				対象データの最終行番号= タイショウサイシュウギョウバンゴウ				908

				上期データの最終行番号 カミキサイシュウギョウバンゴウ				680

										　　　　　　　集計対象データは、上期分と下期分データが入り混じっていないこと前提です(上期のみ・下期のみの集計の為)。 シュウケイタイショウカミキブンシモキブンイマゼンテイカミキシモキシュウケイタメ

				下期データの先頭行番号= シモキセントウギョウバンゴウ				681		　　　　　　　ただし、上期データ内・下期データ内で順序が入れ替わっているのは集計に影響ありません。 カミキナイシモキナイジュンジョイカシュウケイエイキョウ

										条件付きカウントの記述は、通期の場合COUNTIFS(INDIRECT(Dxx),Cxx, INDIRECT(Dxx),Cxx…….) ジョウケンツキジュツツウキバアイ														xxの部分は、変数が定義されている行番号 ブブンヘンスウテイギギョウバンゴウ

				対象データの絞り込み条件 タイショウシボコジョウケン						他のシートで使用する場合は、通期の場合　　　COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$D$xx),'変数'!$C$xx…….) タシヨウバアイツウキバアイヘンスウヘンスウ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期のみの場合COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$H$xx),'変数'!$C$xx…….) カミキバアイ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下期のみの場合COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$J$xx),'変数'!$C$xx…….) シモキバアイ

				　(1)地域 チイキ				通期 ツウキ								上期 カミキ				下期 シモキ

						北海道 ホッカイドウ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				455				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		421		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		34

						東北 トウホク		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				40				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		26		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		14

						関東 カントウ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				62				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		28		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		34

						信越 シンエツ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				9				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		1		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		8

						東海 トウカイ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				43				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		23		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		20

						北陸 ホクリク		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				13				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		7		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		6

						近畿 キンキ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				33				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		21		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		12

						中国 チュウゴク		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				32				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		18		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		14

						四国 シコク		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				28				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		15		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		13

						九州 キュウシュウ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				84				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		56		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		28

						沖縄 オキナワ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				49				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		29		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		20

										小計 ショウケイ		848				小計 ショウケイ		645		小計 ショウケイ		203

						本省 ホンショウ		'30　集計用 '!$B$3:$B$908				58				'30　集計用 '!$B$3:$B$680		33		'30　集計用 '!$B$681:$B$908		25

										総計 ソウケイ		906

										全データ数 ゼンスウ		906				←この２つの数が一致しないと入力ミスか、途中に空行があるということ カズイッチニュウリョクトチュウクウギョウ

																　　一見空行が無いように見えても、一部行が非表示設定になってて途中で番号が飛んでいる場合がある。 イッケンクウギョウナミイチブギョウヒヒョウジセッテイトチュウバンゴウトバアイ

				　(2)局種 キョクシュ

						ワイド		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				8				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						DTV		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				540				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						FM		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				56				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						CFM		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				146				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						幹 ミキ		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				29				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						FCM		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				9				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						R		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				82				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						般 ハン		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				29				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						MM		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				2				'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

						短 タン		'30　集計用 '!$Ｈ$3:$Ｈ$908				5		906		'30　集計用 '!$H$3:$H$680				'30　集計用 '!$H$681:$H$908

				　(3)親／プランの別 オヤベツ										↑(1)の合計値と一致しない場合は、入力ミス（全角／半角誤り）の可能性あり ゴウケイチイッチバアイニュウリョクゼンカクハンカクアヤマカノウセイ

						C親 オヤ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				120				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

						親 オヤ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				71				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

						プ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				98				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

						中 チュウ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				559				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

						W親 オヤ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				0				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

						W中 ナカ		'30　集計用 '!$Ｉ$3:$Ｉ$908				0				'30　集計用 '!$I$3:$I$680				'30　集計用 '!$I$681:$I$908

										小計 ショウケイ		848		←(1)の地上分の小計と値が一致するはず チジョウブンショウケイアタイイッチ

						チェック用 ヨウ		CFM && 親局 オヤキョク				0

								CFM以外　&& C親 イガイオヤ				0		←どちらも0でないと入力ミスがある ニュウリョク

				　(4)集計対象 シュウケイタイショウ				H28年度から列追加に伴い、対象列をL列→N列に変更（放送設備自体に問題があった訳ではない事故の一部を集計対象から外す） ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウホウソウセツビジタイモンダイワケジコイチブシュウケイタイショウハズ

						○		'30　集計用 '!$N$3:$N$908				417				'30　集計用 '!$N$3:$N$680				'30　集計用 '!$N$681:$N$908

						○		'30　集計用 '!$Ｌ$3:$Ｌ$908				485		←参考値（瞬停電、フェージング、着雪等を除外しない場合） サンコウチシュンテイデンチャクセツトウジョガイバアイ

						×		'30　集計用 '!$Ｍ$3:$Ｍ$908				63				瞬停電（停電後、非常用発電機起動までの数秒間停波したケース。非常用発電機未設置の場合は集計対象） シュンテイデンテイデンゴヒジョウヨウハツデンキキドウスウビョウカンテイハヒジョウヨウハツデンキミセッチバアイシュウケイタイショウ

						□		'30　集計用 '!$Ｍ$3:$Ｍ$908				3				フェージング

						△		'30　集計用 '!$Ｍ$3:$Ｍ$908				0				STL/TTL受信アンテナへの着雪 ジュシンチャクセツ

				　(5)事故継続時間 ジコケイゾクジカン				H28年度から列追加に伴い、対象列をQ列→S列に変更 ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウ

						<00:15:00		'30　集計用 '!$S$3:$S$908				306				'30　集計用 '!$S$3:$S$680				'30　集計用 '!$S$681:$S$908

						<00:30:00		'30　集計用 '!$S$3:$S$908				338				'30　集計用 '!$S$3:$S$680				'30　集計用 '!$S$681:$S$908

						<01:00:00		'30　集計用 '!$S$3:$S$908				389				'30　集計用 '!$S$3:$S$680				'30　集計用 '!$S$681:$S$908

						<01:30:00		'30　集計用 '!$S$3:$S$908				431				'30　集計用 '!$S$3:$S$680				'30　集計用 '!$S$681:$S$908

						<02:00:00		'30　集計用 '!$S$3:$S$908				466				'30　集計用 '!$S$3:$S$680				'30　集計用 '!$S$681:$S$908

				　(5)発生区分 ハッセイクブン				H28年度から列追加に伴い、対象列をR列→T列に変更 ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウ

						設備故障 セツビコショウ		'30　集計用 '!$T$3:$T$908				137				'30　集計用 '!$T$3:$T$680				'30　集計用 '!$T$681:$T$908

						自然災害 シゼンサイガイ		'30　集計用 '!$T$3:$T$908				100				'30　集計用 '!$T$3:$T$680				'30　集計用 '!$T$681:$T$908

						回線障害 カイセンショウガイ		'30　集計用 '!$T$3:$T$908				31				'30　集計用 '!$T$3:$T$680				'30　集計用 '!$T$681:$T$908

						停電 テイデン		'30　集計用 '!$T$3:$T$908				538				'30　集計用 '!$T$3:$T$680				'30　集計用 '!$T$681:$T$908

						その他 タ		'30　集計用 '!$T$3:$T$908				100				'30　集計用 '!$T$3:$T$680				'30　集計用 '!$T$681:$T$908

										小計 ショウケイ		906		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(6)発生原因（リスト） ゲンイン				H28年度から列追加に伴い、対象列をS列→U列に変更 ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウ

						自然故障 シゼンコショウ		'30　集計用 '!$U$3:$U$908				117				'30　集計用 '!$U$3:$U$680				'30　集計用 '!$U$681:$U$908

						ソフトウェア不具合		'30　集計用 '!$U$3:$U$908				20				'30　集計用 '!$U$3:$U$680				'30　集計用 '!$U$681:$U$908

						人為的な要因 ジンイテキヨウイン		'30　集計用 '!$U$3:$U$908				65				'30　集計用 '!$U$3:$U$680				'30　集計用 '!$U$681:$U$908

				　(7)故障設備(リスト） コショウセツビ				H28年度から列追加に伴い、対象列をY列→AA列に変更 ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウ

						地球局設備 チキュウキョクセツビ		'30　集計用 '!$AA$3:$AA$908				12				'30　集計用 '!$AA$3:$AA$680				'30　集計用 '!$AA$681:$AA$908

						その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		'30　集計用 '!$AA$3:$AA$908				21				'30　集計用 '!$AA$3:$AA$680				'30　集計用 '!$AA$681:$AA$908

						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		'30　集計用 '!$AA$3:$AA$908				92				'30　集計用 '!$AA$3:$AA$680				'30　集計用 '!$AA$681:$AA$908

						放送局の送信設備		'30　集計用 '!$AA$3:$AA$908				661				'30　集計用 '!$AA$3:$AA$680				'30　集計用 '!$AA$681:$AA$908

						番組送出設備		'30　集計用 '!$AA$3:$AA$908				120				'30　集計用 '!$AA$3:$AA$680				'30　集計用 '!$AA$681:$AA$908

										小計 ショウケイ		906		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(8)発生月 ハッセイツキ

						1		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				26

						2		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				21

						3		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				48

						4		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				28

						5		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				21

						6		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				32

						7		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				55

						8		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				76

						9		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				466

						10		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				88

						11		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				22

						12		'30　集計用 '!$J$3:$J$908				23

										小計 ショウケイ		906		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(9)重大事故 ジュウダイジコ

						重 ジュウ		'30　集計用 '!$C$3:$C$908				42				'30　集計用 '!$C$3:$C$680				'30　集計用 '!$C$681:$C$908

														←共建局で重大事故が発生した場合、各社ごとに「重」フラグが付くが、カウントは共建局で1件とする。 トモケンキョクジュウダイジコハッセイバアイカクシャジュウツトモケンキョクケン

														　　よって、上記の値は報告書に記載する重大事故件数より若干大きくなる。 ジョウキアタイホウコクショキサイジュウダイジコケンスウジャッカンオオ

												40		←参考：集計対象となっている重大事故数（報告書に記載する値） サンコウシュウケイタイショウジュウダイジコスウホウコクショキサイアタイ

				　(10)措置模様（リスト） ソチモヨウ				H28年度から列追加に伴い、対象列をAB列→AD列に変更 ネンドレツツイカトモナタイショウレツレツレツヘンコウ

						他事業者(電気事業者)にて対応 タジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				235				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(ソフトウェア修正*		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				8				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				26				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(その他)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				336				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						他事業者(電気通信事業者)にて対応		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				40				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				70				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(自然復旧)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				51				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(系切替)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				70				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				18				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

						他事業者(他の放送事業者)にて対応		'30　集計用 '!$AD$3:$AD$908				52				'30　集計用 '!$AD$3:$AD$680				'30　集計用 '!$AD$681:$AD$908

										小計 ショウケイ		906		←(1)の総計と値が一致しない場合、カッコ部分で全角・半角が混じっている可能性がある。 ソウケイアタイイッチバアイブブンゼンカクハンカクマカノウセイ

														　集計用シートのデータをAD列の値順に並べ替えて確認してみる。 シュウケイヨウレツアタイジュンナラカカクニン





30　集計用 

		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ				メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		除外
(瞬停、着雪) ジョガイシュンテイチャクセツ		最終集計対象 サイシュウシュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ																																																														1

				本省 ホンショウ						シーエス・ワンテン						幹				6				○				○		6/10/18		12:02:29		6/10/18		12:03:06		0:00:37		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダー設備を予備系統へ切替え。								#339 ディズニージュニア		2

				本省 ホンショウ						スカイ・エー						幹				6				○				○		6/11/18		4:00:00		6/11/18		4:05:58		0:05:58		その他		人為的な要因		映像伝送端末機器交換作業後のｹｰﾌﾞﾙ接続ﾐｽ										中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者にて異常を確認。ｹｰﾌﾞﾙ再接続作業を行い復旧。										3

				本省 ホンショウ						放送衛星システム						幹				6				○				○		6/17/18		15:24:12		6/17/18		15:39:27		0:15:15		その他		人為的な要因		状態のことなる衛星（BSAT-4a）に対して従来と同一コマンドを発信したため。				関宇第553号		BS17ch（試験放送）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-4aの姿勢異常により試験放送断。BSAT-3bへの切替を実施。								スカパー！（東経１１０度ＣＳ放送）向けに気象情報会社より送られてくる気象データのうち、重大な災害が発生するおそれなど適用基準を満たす気象警報（７種類）を受信した場合、チャイムの鳴動と共に文字情報が画面に表示されるが、同日（06/17）姿勢回復済み。7/6　試験放送休止時間中に衛星切戻し（BSAT-3b→BSAT-4a）試験放送断は断続的に発生し、合計で00:11:35		4

				本省 ホンショウ						日本放送協会						幹				6								0		6/17/18		15:24:12		6/17/18		15:39:27		0:15:15		その他		人為的な要因		B-SAT社にて状態のことなる衛星（BSAT-4a）に対して従来と同一コマンドを発信したため。										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		姿勢検出系		他事業者(他の放送事業者)にて対応		BSAT-4aの姿勢異常によ
り放送断。B-SAT社によりBSAT-3bへの切替を実施。								BS17ch（試験放送）
B-SAT社において、BSAT-3bへの切替後、同日(6/17)に姿勢回復。7/6の試験放送休止時間中に衛星切戻し（BSAT-3b→BSAT-4a）
試験放送断は断続的に発生し、合計で00:11:35		5

				本省 ホンショウ						サテライト・サービス						幹				7				○				○		7/24/18		20:12:57		7/24/18		20:14:00		0:01:03		その他		人為的な要因		（送出情報の登録不備）										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)										スペースシャワーTVにて発生1分3秒間の映像フリーズ、音声無音が発生		6

				本省 ホンショウ		累 ルイ				囲碁将棋チャンネル						幹				7				○				○		7/28/18		14:22:00		7/28/18		18:00:00		0:14:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害												中継回線設備		中継回線設備(その他)		生中継専用伝送回線		事業者が自ら対応(自然復旧)		視聴者に対して、障害状況のお詫びテロップを送出								原因）中継スタジオ、送出マスター間の伝送回線がベストエフォート契約の為に、伝送回線の外部通信　混雑の影響により、映像音声に乱れが最長2分以内、　合計14分以内で発生した。対応）現在、中継回線を外部要因による障害が起きにくい回線設備に変更設置を行った。		7

				本省 ホンショウ						サテライト・サービス						幹				8				○				○		8/1/18		19:54:17		8/1/18		19:55:00		0:00:43		その他		人為的な要因		（送出情報の登録不備）										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)										スペースシャワーTVにて発生43秒間の映像フリーズ、音声無音が発生		8

				本省 ホンショウ						CS日本						幹				8				○				○		8/13/18		8:20:25		8/13/18		8:23:21		0:02:56		その他		人為的な要因												番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組サーバー		事業者が自ら対応(その他)		番組サーバー登録ミスが原因であったため、ミスを修正して対応										9

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹				9				○				○		9/17/18		18:24:31		9/17/18		18:33:21		0:08:50		自然災害		その他の自然災害		降雨										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル		10

				本省						WOWOW						幹				9				○				○		9/18/18		9:02:28		9/18/18		9:04:21		0:01:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		ご案内チャンネルのプロモーション映像が黒味及び音声無音となる。システムの切替えを実施し復帰。										11

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹				9				○				○		9/18/18		23:35:33		9/18/18		23:35:40		0:00:07		自然災害		その他の自然災害		降雨										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル		12

				本省 ホンショウ		累 ルイ				BS-TBS						幹				9				○				○		9/22/18		21:18:38		9/22/18		21:24:40		0:02:29		その他		人為的な要因		テストデータを間違って放送本線を制御している機器に転送したため										地球局設備		地球局設備(その他)		緊急地震速報データ制御端末の誤操作による		事業者が自ら対応(その他)		テスト系統を本線系統から遮断した								緊急地震速報システムのテストの際にテストデータを本線運用している機器に間違って流し込んだことに因り「気象庁緊急地震速報　大分県で地震　強い揺れに警戒　青森県」という文字スーパを3回放送。番組内で21時27分と21時48分に訂正。		13

				本省 ホンショウ		累 ルイ				シー・ティ・ビー・エス						幹				9								0		9/22/18		21:18:39		9/22/18		21:23:18		0:03:54		その他		人為的な要因		テストデータを間違って放送本線を制御している機器に転送したため										地球局設備		地球局設備(その他)		緊急地震速報データ制御端末の誤操作による		事業者が自ら対応(その他)		テスト系統を本線系統から遮断した								緊急地震速報システムのテストの際にテストデータを本線運用している機器に間違って流し込んだことに因り「気象庁緊急地震速報　大分県で地震　強い揺れに警戒　青森県」という文字スーパーを2回放送。番組内で21時32分、21時38分、21時44分、23時18分にアナウンサーによるコメントにて訂正放送を行った。		14

				本省 ホンショウ						東映衛星放送						幹				9								0		9/26/18		16:15:00		10/1/18		21:00:00		124:45:00		その他		人為的な要因												番組送出設備		番組送出設備(その他)		※字幕・文字スーパー送出装置		他事業者(他の放送事業者)にて対応		字幕・文字スーパー送出装置のベンダー（NEC）により、設定を変更。これにより問題事象は解決いたしました。設定に関する記載漏れなど、仕様書の不備を再度精査し修正。さらに今後は作業前に作業手順書の確認を徹底。								このシステムを採用していない「東映チャンネル」において、ＨＤ化へのシステム変更時の設定ミスが原因で、鳴動しないはずの気象警報のチャイムが6日間にわたり、誤って計197回鳴動する放送事故が発生。		15

				北海道 ホッカイドウ						エフエムとよひら						CFM		C親		4				○				○		4/5/18		9:31:28		4/5/18		9:32:25		0:00:57		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						北放第3035号 キタホウダイゴウ		演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		手動に切り替え対応。別途、ソフトウェアの設定変更等を行った。		なし		81,846世帯。		単独。				16

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		4				○				○		4/17/18		7:00:00		4/17/18		10:30:00		3:30:00		設備故障		自然故障						北放第4216号		弟子屈DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		設備故障により停波。補償器をバイパスすることにより復旧。		なし		2,484 世帯。		共建。				17

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		4				○		×		0		4/24/18		14:33:03		4/24/18		14:33:13		0:00:10		停電		停電						北放第30号		稚内R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数26,646		単独		故障した設備はなし		18

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		4								0		4/24/18		14:33:03		4/24/18		14:33:13		0:00:10		停電		停電						北放第31号		稚内R2　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数23,793		単独		故障した設備はなし		19

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		5				○		×		0		5/2/18		16:59:44		5/2/18		16:59:58		0:00:14		停電		停電						北放第691号		STV名寄放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約2万9千世帯。		単独。		故障した設備は無し。		20

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		5				○		×		0		5/2/18		16:59:49		5/2/18		16:59:59		0:00:10		停電		停電						北放第361号		名寄FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第366号。北放第386号。北放第365号。北放第733号。		32,637		単独		故障した設備はなし。世帯数 12,182   単独。世帯数  3,423   単独。世帯数  2,245   単独。 （計　32,637）		21

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		5								0		5/2/18		16:59:49		5/2/18		16:59:59		0:00:10		停電		停電						北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3624号。北放第3623号。北放第3627号		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 28,948。世帯数 14,787。単独　世帯数  3,423。単独　世帯数 12,182。単独　世帯数  2,245。単独 （計　61,585）		22

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		中		5				○		×		0		5/7/18		10:35:00		5/7/18		11:06:00		0:31:00		停電		停電		北海道電力原因 ホッカイドウデンリョクゲンイン				北放第4909号		伊達中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		北海道電力による広域停電が発生。ＵＰＳが作動するが、発電機の接続が間に合わず、停波。現地へ向かうが、その間に復電し、自動で復旧。		なし		15,949世帯				10：08　現象確認（ＵＰＳ作動）。10：14　北海道電力の停電情報確認と同時に中継局へ向けて発電機の準備を開始。10:35　中継局停波を確認。11:06　中継局復電後自動復旧。11:08　現地到着。復旧を目視で確認。12:15　北海道電力より停電解消確認。※故障した設備は無し		23

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		6				○		×		0		6/8/18		13:53:22		6/8/18		13:53:32		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		24

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6								0		6/8/18		13:53:22		6/8/18		13:53:32		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		25

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		6								0		6/8/18		13:53:22		6/8/18		13:53:32		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		26

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		6								0		6/8/18		13:53:22		6/8/18		13:53:32		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山DTV　プラン局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		27

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6								0		6/8/18		13:53:22		6/8/18		13:53:32		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」		28

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		6				○		×		0		6/13/18		4:55:22		6/13/18		4:55:29		0:00:07		停電		停電						北放第99号		STV函館放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約63万2千世帯。				故障した設備は無し。		29

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		6				○		×		0		6/21/18		13:58:22		6/21/18		13:58:32		0:00:10		停電		停電						北放第30号		稚内R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数26,646　		単独		故障した設備はなし		30

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		6								0		6/21/18		13:58:22		6/21/18		13:58:32		0:00:10		停電		停電						北放第31号		稚内R2　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数23,793		単独		故障した設備はなし		31

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		6				○		×		0		6/21/18		17:56:30		6/21/18		17:56:37		0:00:07		停電		停電						北放第13号		旭川ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				262,252世帯。		単独。		故障した設備はなし。		32

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		6								0		6/21/18		17:56:28		6/21/18		17:56:46		0:00:18		停電		停電						北放第100号		STV旭川放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約22万8千世帯。		単独。		故障した設備は無し。		33

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		6				○				○		6/27/18		15:25:00		6/27/18		20:05:00		4:40:00		その他		その他		放送機入力ケーブルの接触不良。				北放第5039号		抜海DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「ケーブルの接触不良を改善し、復旧」		なし		世帯数35。				「故障した設備は無し」		34

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		6				○		×		0		6/28/18		22:46:41		6/28/18		22:46:55		0:00:14		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した器材は無し。		35

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中		7				○				○		7/14/18		20:17:00		7/15/18		11:59:00		15:42:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						北放第3682号		はこだてFM日浦中継				中継回線設備		中継回線設備(その他)		INS回線用ターミナルアダプタ		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて回線断検知。現地出向し、予備品と交換。		無し。		890世帯。		単独。		故障機器を調査したところ、多数の虫(アリ)が内部に入り込んだことによるショートの可能性。		36

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		7				○		×		0		7/15/18		12:43:56		7/15/18		12:44:08		0:00:12		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1221号		旭川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		172,797世帯		共建		故障した設備は無し		37

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中		7				○		×		0		7/15/18		10:54:43		7/15/18		10:54:55		0:00:12		停電		停電						北放第2549号		旭川超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約172,798世帯。		共建。				38

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		7				○				○		7/22/18		8:40:00		7/22/18		11:50:00		3:10:00		設備故障		自然故障						北放第3903号		芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		設備故障により停波。マルチパス等化器電源再投入により復旧。		北放第4554号 西芦別DTV		7,378世帯。		共建。		故障した設備は無し		39

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		8				○				○		8/1/18		6:30:00		8/1/18		10:33:00		4:03:00		設備故障		自然故障						北放第4254号		陸別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		設備故障により停波。PA電源再投入、FAN交換により復旧。		なし		1,064世帯。		共建。				40

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		C親		8				○				○		8/8/18		5:00:00		8/8/18		9:30:50		4:30:50		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						北放第3035号 キタホウダイゴウ		演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		原因が自動番組送出装置であることが判明後、再起動等の処理を行い復旧。		なし		81,846世帯。		単独。				41

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		8				○		×		0		8/9/18		9:47:06		8/9/18		9:47:16		0:00:10		停電		停電						北放第4928号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		42

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		8								0		8/9/18		9:47:06		8/9/18		9:47:16		0:00:10		停電		停電						北放第4929号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		43

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		8								0		8/9/18		9:47:06		8/9/18		9:47:16		0:00:10		停電		停電						北放第4926号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		44

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		8								0		8/9/18		9:47:06		8/9/18		9:47:16		0:00:10		停電		停電						北放第4927号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		45

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		8								0		8/9/18		9:47:06		8/9/18		9:47:16		0:00:10		停電		停電						北放第4930号		北芦別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数135。		共建		「故障した設備は無し」		46

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		C親		8				○				○		8/11/18		12:00:00		8/11/18		12:51:00		0:51:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		他社制作番組通信回線不良と無音切替装置の不作動				北放第3887号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		外部供給番組の受信設備と自動切換え設定の不具合により放送休止。近くにいるスタッフがいなかったため復旧に時間がかかった。到着次第放送再開。		北放第4909号伊達中継局		72,590世帯				12：00無音、12：51放送再開。緊急放送切り替え後、受信設備の自動切換を再設定。今後は受信設備不具合でも自動で音が出ることを確認。　　　　　　　　　　　　　　　※故障した設備は無し		47

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		8				○		×		0		8/16/18		19:14:27		8/16/18		19:14:37		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		48

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		8				○		×		0		8/16/18		21:31:44		8/16/18		21:31:54		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		49

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		8								0		8/16/18		19:14:27		8/16/18		19:14:37		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		50

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		8								0		8/16/18		21:31:44		8/16/18		21:31:54		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		51

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		8								0		8/16/18		19:14:27		8/16/18		19:14:37		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		52

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		8								0		8/16/18		21:31:44		8/16/18		21:31:54		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		53

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		8								0		8/16/18		19:14:27		8/16/18		19:14:37		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山DTV　プラン局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		54

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		8								0		8/16/18		21:31:44		8/16/18		21:31:54		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山DTV　プラン局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		55

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		8								0		8/16/18		19:14:27		8/16/18		19:14:37		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」		56

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		8								0		8/16/18		21:31:44		8/16/18		21:31:54		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」		57

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		8				○		×		0		8/22/18		3:09:18		8/22/18		3:09:28		0:00:10		停電		停電						北放第10号		函館ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				560,167世帯。		単独。		故障した設備はなし。		58

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		8				○		×		0		8/22/18		4:38:37		8/22/18		4:38:47		0:00:10		停電		停電						北放第10号		函館ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				560,167世帯。		単独。		故障した設備はなし。		59

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		8				○				○		8/22/18		6:17:47		8/22/18		6:17:59		0:00:12		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1434号		小樽局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		52,693世帯		共建		故障した設備は無し		60

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		中		9				○				○		9/5/18		2:10:00		9/5/18		5:30:00		3:20:00		停電		停電		（強風）				北放第４４０４号		FMはまなす　美流渡中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波（蓄電池あり電池切れ）復電により復旧				304世帯。		単独。		故障した設備はなし		61

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		中		9				○				○		9/5/18		2:10:00		9/5/18		5:30:00		3:20:00		停電		停電		（強風）				北放第４４０５号		FMはまなす　万字中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波（蓄電池あり電池切れ）復電により復旧				67世帯。		単独。		故障した設備はなし		62

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		中		9				○				○		9/5/18		2:11:00		9/5/18		2:32:00		0:21:00		停電		停電		地震 ジシン				北放第4909号		伊達中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北海道胆振東部地震による停電が発生し、発電機を接続する前にＵＰＳが枯渇		なし		15,949世帯				1：41停電発生2：11放送停止2：32発電機接続     ※故障した設備は無し　　		63

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		あいコミ						CFM		中		9				○				○		9/5/18		4:14:00		9/5/18		6:07:00		1:53:00		停電		停電		02:37:00発生。その後UPS枯渇により停止										放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発動発電機にて復旧		なし								64

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		9				○		×		0		9/5/18		19:26:59		9/5/18		19:27:09		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		65

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9								0		9/5/18		19:26:59		9/5/18		19:27:09		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		66

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		9								0		9/5/18		19:26:59		9/5/18		19:27:09		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		67

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9								0		9/5/18		19:26:59		9/5/18		19:27:09		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山DTV　プラン局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		68

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9								0		9/5/18		19:26:59		9/5/18		19:27:09		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」		69

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○				○		9/5/18		4:28:13		9/5/18		4:28:20		0:00:07		停電		停電						北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				151,598世帯。		単独。		故障した設備はなし。		70

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○				○		9/5/18		3:12:15		9/5/18		3:12:24		0:00:09		停電		停電						北放第1435号		STV苫小牧放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		71

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/5/18		12:50:59		9/5/18		12:51:10		0:00:11		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2547号		室蘭局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		洞爺局 北放第3641号		116,454世帯		共建		故障した設備は無し		72

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムもえる						CFM		中		9				○				○		9/6/18		3:08:00		9/6/18		23:30:00		20:22:00		停電		停電						北放第３７５５		幌糠中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波（蓄電池なし）復電により復旧。				１５４世帯。		単独。		故障した設備は無し ナ		73

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムなよろ						CFM		中		9				○				○		9/6/18		3:18:00		9/7/18		4:00:00		24:42:00		停電		停電		胆振東部地震に伴う全道的停電の影響で智恵文送信所の地区も停電発生				北放第３７５３号		智恵文局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		停電復旧に伴い放送復旧										74

		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		3:25:22		9/6/18		12:30:00		6:43:15		停電		停電		地震				北放第3035号 キタホウダイゴウ		送信所、演奏所 ソウシンジョ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		送信所側にて予備電源によりバックアップ。最終的には、商用電源復電により本復旧予備電源によりバックアップ。最終的には、商用電源復電により本復旧		なし		81,846世帯。		単独。		故障した設備は無し。送信所からの連絡がなかった為電源喪失の認知が遅れた。予備電源切り替えに際し、時間を要した。		75

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		北広島エフエム放送						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		3:30:00		9/6/18		9:30:00		6:00:00		停電		停電						北放第3652号		エフエム北広島局　親局 キタヒロシマキョクオヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(系切替)		北電停電により停波（蓄電池あり）送信所・演奏所に自家発電機搬入により復旧										76

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		エフエム小樽放送局						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		3:50:00		9/6/18		5:20:00		0:27:00		停電		停電		地震				北放第3020号		FMおたる。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)										故障した設備はなし。		77

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		中		9				○				○		9/6/18		3:50:00		9/6/18		15:30:00		11:40:00		停電		停電		（地震）				北放第４４０４号		FMはまなす　美流渡中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波（蓄電池あり電池切れ）非常事態として、消防設備を借用し通電。復電により復旧				304世帯。		単独。		故障した設備はなし。演奏所から中継所までは距離があり、現地までの出向が遅延。		78

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		中		9				○				○		9/6/18		3:50:00		9/6/18		16:30:00		22:40:00		停電		停電		（地震）				北放第４４０５号		FMはまなす　万字中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波（蓄電池あり電池切れ）発電機による通電を行うも燃料切れにて補充までの間停波。復電により復旧				67世帯。		単独。		故障した設備はなし。演奏所から中継所までは距離があり、現地までの出向が遅延。		79

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		中		9				○				○		9/6/18		4:15:00		9/6/18		4:56:00		0:41:00		停電		停電		地震 ジシン				北放第4909号		伊達中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北海道胆振東部地震による停電が発生し、発電機を接続する前にＵＰＳが枯渇		なし		15,949世帯				3:08地震発生、4:15停電時機材保護機能により停波、4:56発電機接続・送信再開　　9/7 7:36停電解消　　　　　　　　　　　　　　※故障した設備は無し		80

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		Nobodyhurts						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		5:00:00		9/7/18		20:10:00		39:10:00		停電		停電												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応				北放第3801号		約79,534世帯				平成30年北海道胆振東部地震により、9月6日概ね3時10分に演奏所及び送信所の北電による電源を喪失し、非常用バッテリーにて作動していたが、午前5時の放送開始時間には、全ての電源を喪失した。		81

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		旭川シティネットワーク						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		5:15:00		9/6/18		7:45:00		2:30:00		停電		停電		地震 ジシン				北方第2687号		FMりべーる　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		UPSバッテリー（枯渇)		事業者が自ら対応(その他)		自家発電機(ポータブル)接続し復旧				約7万世帯。		単独。		発電機と燃料調達及び送信所建物施設停電の為,時間要し現地出向遅延。		82

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		だて観光協会						CFM		中		9				○				○		9/6/18		5:30:00		9/6/18		5:55:00		0:25:00		停電		停電		地震　北海道胆振東部地震による停電のため停波 ジシン				北放第5050号		wi-radio大滝中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		発電機を接続し放送再開				954世帯				故障した設備は無し		83

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		だて観光協会						CFM		中		9				○				○		9/6/18		5:30:00		9/6/18		6:05:00		0:35:00		停電		停電		地震　北海道胆振東部地震による停電のため停波 ジシン				北放第5049号		wi-radio久保内中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		発電機を接続し放送再開				314世帯				故障した設備は無し		84

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		らむれす						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		5:30:00		9/6/18		7:50:00		2:20:00		停電		停電												番組送出設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		北電停電により停波。部品の交換および発動発電機の運転により復旧。										85

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		だて観光協会						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		5:30:00		9/6/18		8:00:00		2:30:00		停電		停電		地震　北海道胆振東部地震による停電のため停波 ジシン				北放第5048号		wi-radio洞爺湖親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		発電機を接続し放送再開				18453世帯				故障した設備は無し		86

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		エフエムなかそらち						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		5:40:00		9/6/18		11:05:00		1:06:00		停電		停電						北放第3653号		演奏所				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		無停電装置枯渇により停波。発電機を用意し仮復旧。発電機の再接続・再稼働。最終的には、商用電源復電。商用電源に切り替え本復旧。		なし		20,653世帯。		単独。		その後、過電流で機材不調		87

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		さっぽろ村ラジオ						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		6:00:00		9/7/18		6:00:00		24:00:00		停電		停電						北放第3674号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波。復電により復旧		なし		64,227世帯				故障した設備なし		88

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌コミュニティ放送局						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		8:00:00		9/7/18		19:30:00		35:30:00		停電		停電		地震 ジシン										放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波（蓄電池なし）復電により復旧。故障した設備なし。				最大12万世帯。				苦情件数なし		89

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムくしろ						CFM		中		9				○				○		9/6/18		8:02:00		9/6/18		10:50:00		2:48:00		停電		停電		地震 ジシン				免許番号北放3751号		FMくしろ。阿寒湖温泉中継所。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北海道電力停電により停波（蓄電池枯渇）。送信設備が入っている阿寒湖温泉消防署自家発電機に繋ぎ変え復旧。				870世帯。		単独。		故障した設備は無し。		90

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		ＢＩＰＳＣ						CFM		C親		9				○				○		9/6/18		9:00:00		9/8/18		17:15:00		56:15:00		停電		停電						北放第3667号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波。復電により復旧。		なし		64,615世帯				故障した設備は無し		91

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中		9				○				○		9/6/18		11:50:00		9/7/18		21:18:00		33:28:00		停電		停電		地震 ジシン				北放第3681号		はこだてFM南茅部中継				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧		無し。		1218世帯。		単独。		故障した設備は無し。		92

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中		9				○				○		9/6/18		12:04:00		9/7/18		21:02:00		32:58:00		停電		停電		地震 ジシン				北放第3682号		はこだてFM日浦中継				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧		無し。		890世帯。		単独。		故障した設備は無し。		93

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4440号		厚内DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		94

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4441号		厚内DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		95

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		16:37:28		9/7/18		1:46:09		9:08:41		停電		停電						北放第4438号		本別沢DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		346世帯。		共建。		故障した設備は無し		96

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		16:37:28		9/7/18		1:46:09		9:08:41		停電		停電						北放第4439号		本別沢DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		346世帯。		共建。		故障した設備は無し		97

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4618号		北洞爺DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		394世帯。		共建。		故障した設備は無し		98

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4619号		北洞爺DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		394世帯。		共建。		故障した設備は無し		99

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4434号		広尾丸山DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		509世帯。		共建。		故障した設備は無し		100

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4435号		広尾丸山DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		509世帯。		共建。		故障した設備は無し		101

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4432号		豊頃茂岩DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		276世帯。		共建。		故障した設備は無し		102

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4433号		豊頃茂岩DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		276世帯。		共建。		故障した設備は無し		103

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4464号		知内小谷石DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		78世帯。		共建。		故障した設備は無し		104

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4465号		知内小谷石DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		78世帯。		共建。		故障した設備は無し		105

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		18:17:25		9/7/18		23:53:51		29:36:26		停電		停電						北放第4454号		江差鰔川DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		25世帯。		共建。		故障した設備は無し		106

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/7/18		23:53:51		29:36:26		停電		停電						北放第4455号		江差鰔川DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		25世帯。		共建。		故障した設備は無し		107

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4522号		北見若葉DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		784世帯。		共建。		故障した設備は無し		108

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4523号		北見若葉DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		784世帯。		共建。		故障した設備は無し		109

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4481号		美唄我路DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		15世帯。		共建。		故障した設備は無し		110

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4482号		美唄我路DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。		なし		15世帯。		共建。		故障した設備は無し		111

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4743号		常呂DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		415世帯。		共建。		故障した設備は無し		112

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4744号		常呂DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		415世帯。		共建。		故障した設備は無し		113

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4611号		布伏内DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		64世帯。		共建。		故障した設備は無し		114

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4612号		布伏内DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		64世帯。		共建。		故障した設備は無し		115

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4489号		網走新町DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		1,162世帯。		共建。		故障した設備は無し		116

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4490号		網走新町DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		1,162世帯。		共建。		故障した設備は無し		117

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4460号		抜海DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		26世帯。		共建。		故障した設備は無し		118

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4461号		抜海DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		26世帯。		共建。		故障した設備は無し		119

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		9				○				○		9/6/18		3:08:17		9/6/18		3:08:27		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		120

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		9				○				○		9/6/18		3:25:22		9/6/18		3:25:32		0:00:10		停電		停電						北放第4358号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し		121

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/6/18		3:25:25		9/6/18		3:25:35		0:00:10		停電		停電						北放第4928号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		122

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		9				○				○		9/6/18		11:49:41		9/6/18		14:37:20		2:47:39		停電		停電						北放第4116号		上富良野DTV みなしプラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4149号 富良野DTV。北放第4494号 麓郷DTV。北放第4498号 東山DTV。北放第4657号 幾寅DTV		21,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		123

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4802号		厚内DGDTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		124

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/6/18		15:10:00		9/7/18		1:53:00		34:43:00		停電		停電						北放第4324号		霧多布DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		125

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:37:28		9/7/18		1:46:09		10:08:41		停電		停電						北放第4695号		本別沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		369世帯。		共建。		故障した設備は無し		126

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4620号		北洞爺DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		455世帯。		共建。		故障した設備は無し		127

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		9				○				○		9/6/18		17:13:00		9/7/18		20:01:13		26:48:13		停電		停電						北放第4186号		上川DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,966世帯。		共建。		故障した設備は無し		128

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4592号		広尾丸山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		634世帯。		共建。		故障した設備は無し		129

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4596号		豊頃茂岩DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		235世帯。		共建。		故障した設備は無し		130

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4775号		知内小谷石DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		76世帯。		共建。		故障した設備は無し		131

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/6/18		23:53:51		5:36:26		停電		停電						北放第4761号		江差鰔川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		28世帯。		共建。		故障した設備は無し		132

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4817号		北見若葉DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		896世帯。		共建。		故障した設備は無し		133

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4821号		美唄我路DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		22世帯。		共建。		故障した設備は無し		134

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/6/18		20:32:00		9/7/18		16:25:00		19:53:00		停電		停電						北放第4494号		麓郷DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4498号 東山DTV。北放第4657号 幾寅DTV。		1,552世帯。		共建。		故障した設備は無し		135

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/6/18		21:10:00		9/7/18		12:13:00		15:03:00		停電		停電						北放第4551号		西芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		790世帯。		共建。		故障した設備は無し		136

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4803号		常呂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		560世帯。		共建。		故障した設備は無し		137

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4793号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		138

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4799号		網走新町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,069世帯。		共建。		故障した設備は無し		139

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4757号		抜海DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		35世帯。		共建。		故障した設備は無し		140

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:17		9/6/18		3:08:27		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		141

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:25:22		9/6/18		3:25:32		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し		142

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		3:25:25		9/6/18		3:25:35		0:00:10		停電		停電						北放第4929号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		143

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9								0		9/6/18		11:49:41		9/6/18		14:37:20		2:47:39		停電		停電						北放第4117号		上富良野DTV みなしプラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4154号 富良野DTV。北放第4495号 麓郷DTV。北放第4499号 東山DTV。北放第4658号 幾寅DTV。		21,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		144

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		34:39:47		停電		停電						北放第4797号		厚内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		145

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		15:10:00		9/7/18		1:53:00		10:43:00		停電		停電						北放第4321号		霧多布DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		146

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		15:37:28		9/7/18		1:46:09		10:08:41		停電		停電						北放第4696号		本別沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		369世帯。		共建。		故障した設備は無し		147

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4621号		北洞爺DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		455世帯。		共建。		故障した設備は無し		148

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9								0		9/6/18		17:13:00		9/6/18		20:01:13		2:48:13		停電		停電						北放第4187号		上川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,966世帯。		共建。		故障した設備は無し		149

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		31:40:46		停電		停電						北放第4593号		広尾丸山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		634世帯。		共建。		故障した設備は無し		150

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		30:56:55		停電		停電						北放第4597号		豊頃茂岩DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		235世帯。		共建。		故障した設備は無し		151

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4776号		知内小谷石DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		76世帯。		共建。		故障した設備は無し		152

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/6/18		23:53:51		5:36:26		停電		停電						北放第4762号		江差鰔川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		28世帯。		共建。		故障した設備は無し		153

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4818号		北見若葉DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		896世帯。		共建。		故障した設備は無し		154

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4822号		美唄我路DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		22世帯。		共建。		故障した設備は無し		155

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		20:32:00		9/7/18		16:25:00		19:53:00		停電		停電						北放第4495号		麓郷DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4499号 東山DTV 北放第4658号 幾寅DTV		1,552世帯。		共建。		故障した設備は無し		156

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		21:10:00		9/7/18		12:13:00		15:03:00		停電		停電						北放第4552号		西芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		790世帯。		共建。		故障した設備は無し		157

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4804号		常呂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		560世帯。		共建。		故障した設備は無し		158

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4794号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		159

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4768号		網走新町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,069世帯。		共建。		故障した設備は無し		160

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4758号		抜海DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		35世帯。		共建。		故障した設備は無し		161

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:08:17		9/6/18		3:08:27		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し		162

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:25:22		9/6/18		3:25:32		0:00:10		停電		停電						北放第4360号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し		163

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		3:25:25		9/6/18		3:25:35		0:00:10		停電		停電						北放第4926号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		なし		共建。		故障した設備は無し		164

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		親 オヤ		9								0		9/6/18		4:46:48		9/6/18		4:57:09		0:10:21		停電		停電						北放第3690号		札幌DTV				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電時の演奏所停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				2,801,631世帯。		共建。		故障した設備は無し		165

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		親 オヤ		9								0		9/6/18		5:03:10		9/6/18		5:04:09		0:00:59		停電		停電						北放第3690号		札幌DTV				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電時の演奏所停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				2,801,631世帯。		共建。		故障した設備は無し		166

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		11:49:41		9/6/18		14:37:20		2:47:39		停電		停電						北放第4118号		上富良野DTV みなしプラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4155号。北放第4510号。北放第4500号。北放第4659号。		21,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		167

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4807号		厚内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		168

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:10:00		9/7/18		1:53:00		10:43:00		停電		停電						北放第4371号		霧多布DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		169

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:37:28		9/7/18		1:46:09		10:08:41		停電		停電						北放第4697号		本別沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		369世帯。		共建。		故障した設備は無し		170

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4622号		北洞爺DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		455世帯。		共建。		故障した設備は無し		171

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		17:13:00		9/6/18		20:01:13		2:48:13		停電		停電						北放第4188号		上川DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,966世帯。		共建。		故障した設備は無し		172

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4594号		広尾丸山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		634世帯。		共建。		故障した設備は無し		173

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4598号		豊頃茂岩DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		235世帯。		共建。		故障した設備は無し		174

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4777号		知内小谷石DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		76世帯。		共建。		故障した設備は無し		175

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/6/18		23:53:51		5:36:26		停電		停電						北放第4763号		江差鰔川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		28世帯。		共建。		故障した設備は無し		176

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4819号		北見若葉DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		896世帯。		共建。		故障した設備は無し		177

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4823号		美唄我路DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		22世帯。		共建。		故障した設備は無し		178

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		20:32:00		9/7/18		16:25:00		19:53:00		停電		停電						北放第4510号		麓郷DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4500号。北放第4659号。		1,552世帯。		共建。		故障した設備は無し		179

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		21:10:00		9/7/18		12:13:00		15:03:00		停電		停電						北放第4553号		西芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		790世帯。		共建。		故障した設備は無し		180

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4805号		常呂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		560世帯。		共建。		故障した設備は無し		181

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4795号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		182

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4769号		網走新町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,069世帯。		共建。		故障した設備は無し		183

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4759号		抜海DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		35世帯。		共建。		故障した設備は無し		184

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:08:17		9/6/18		3:08:27		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し		185

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:25:22		9/6/18		3:25:32		0:00:10		停電		停電						北放第4361号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し		186

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		3:25:25		9/6/18		3:25:35		0:00:10		停電		停電						北放第4927号		北芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		187

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		11:49:41		9/6/18		14:37:20		2:47:39		停電		停電						北放第4119号		上富良野DTV みなしプラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4156号 富良野DTV。北放第4497号 麓郷DTV。北放第4501号 東山DTV。北放第4660号 幾寅DTV		21,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		188

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4798号		厚内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		111世帯。		共建。		故障した設備は無し		189

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:10:00		9/7/18		1:53:00		10:43:00		停電		停電						北放第4372号		霧多布DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,092世帯。		共建。		故障した設備は無し		190

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:37:28		9/7/18		1:46:09		10:08:41		停電		停電						北放第4698号		本別沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		369世帯。		共建。		故障した設備は無し		191

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4623号		北洞爺DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		455世帯。		共建。		故障した設備は無し		192

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9								0		9/6/18		17:13:00		9/6/18		20:01:13		2:48:13		停電		停電						北放第4189号		上川DTV　プラン局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,966世帯。		共建。		故障した設備は無し		193

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4595号		広尾丸山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		634世帯。		共建。		故障した設備は無し		194

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4600号		豊頃茂岩DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		235世帯。		共建。		故障した設備は無し		195

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4778号		知内小谷石DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		76世帯。		共建。		故障した設備は無し		196

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/6/18		23:53:51		5:36:26		停電		停電						北放第4764号		江差鰔川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		28世帯。		共建。		故障した設備は無し		197

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4820号		北見若葉DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		896世帯。		共建。		故障した設備は無し		198

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4824号		美唄我路DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		22世帯。		共建。		故障した設備は無し		199

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		20:32:00		9/7/18		16:25:00		19:53:00		停電		停電						北放第4497号		麓郷				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		北放第4501号 東山DTV。北放第4660号 幾寅DTV		1,552世帯。		共建。		故障した設備は無し		200

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		21:10:00		9/7/18		12:13:00		15:03:00		停電		停電						北放第4554号		西芦別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		790世帯。		共建。		故障した設備は無し		201

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4806号		常呂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		560世帯。		共建。		故障した設備は無し		202

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第4796号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		203

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4770号		網走新町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,069世帯。		共建。		故障した設備は無し		204

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第4760号		抜海DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		35世帯。		共建。		故障した設備は無し		205

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:08:17		9/6/18		3:08:27		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」		206

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9								0		9/6/18		3:25:22		9/6/18		3:25:32		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,824。		共建		「故障した設備は無し」		207

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		3:25:25		9/6/18		3:25:35		0:00:10		停電		停電						北放第4930号		北芦別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数135。		共建		「故障した設備は無し」		208

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9				○				○		9/6/18		6:00:50		9/6/18		7:38:50		1:38:00		その他		その他		予備電源使用時に充電器のブレーカーが断となる。				北放第4887号		北見DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「ブレーカーの投入により復旧」		北放第4941号。北放第4945号。北放第4947号。		世帯数57,500。				「故障した設備は無し」		209

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9								0		9/6/18		11:49:41		9/6/18		14:37:20		2:47:39		停電		停電						北放第4907号		上富良野DTV。みなしプラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		プラン北放第4908号。北放第4914号。北放第4915号。北放第4917号。		世帯数21,092。		共建		「故障した設備は無し」		210

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		15:00:03		9/7/18		1:39:50		10:39:47		停電		停電						北放第4942号		厚内DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数111。		共建		「故障した設備は無し」		211

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		15:10:00		9/7/18		1:53:00		10:43:00		停電		停電						北放第5086号		霧多布DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数1,092。		共建		「故障した設備は無し」		212

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		15:53:01		9/7/18		16:56:55		25:03:54		停電		停電						北放第4624号		北洞爺DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数455。		共建		「故障した設備は無し」		213

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9								0		9/6/18		17:13:00		9/6/18		20:01:13		2:48:13		停電		停電						北放第4973号		上川DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数1,966。		共建		「故障した設備は無し」		214

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:19		9/7/18		1:20:05		7:40:46		停電		停電						北放第4924号		広尾丸山DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数634。		共建		「故障した設備は無し」		215

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		17:39:34		9/7/18		0:36:29		6:56:55		停電		停電						北放第4905号		豊頃茂岩DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数235。		共建		「故障した設備は無し」		216

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		18:10:43		9/7/18		21:59:47		27:49:04		停電		停電						北放第4779号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数76。		共建		「故障した設備は無し」		217

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		18:17:25		9/6/18		23:53:51		5:36:26		停電		停電						北放第4765号		江差鰔川DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数28。		共建		「故障した設備は無し」		218

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		18:53:51		9/7/18		6:12:19		11:18:28		停電		停電						北放第4945号		北見若葉DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数896。		共建		「故障した設備は無し」		219

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		19:10:53		9/7/18		22:13:39		27:02:46		停電		停電						北放第4825号		美唄我路DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数22。		共建		「故障した設備は無し」		220

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		20:32:00		9/7/18		16:25:00		19:53:00		停電		停電						北放第4914号		麓郷DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		北放第4915号。北放第4917号。		世帯数1,552。		共建		「故障した設備は無し」		221

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		21:10:00		9/7/18		12:13:00		15:03:00		停電		停電						北放第4555号		西芦別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数790。		共建		「故障した設備は無し」		222

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		21:25:54		9/7/18		3:59:47		6:33:53		停電		停電						北放第4946号		常呂DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数560。		共建		「故障した設備は無し」		223

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		22:02:04		9/7/18		8:08:37		10:06:33		停電		停電						北放第5040号		布伏内DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数95。		共建		「故障した設備は無し」		224

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		23:12:33		9/7/18		2:55:40		3:43:07		停電		停電						北放第4904号		網走新町DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数1,069。		共建		「故障した設備は無し」		225

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/6/18		23:30:55		9/7/18		23:08:08		23:37:13		停電		停電						北放第5039号		抜海DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数35。		共建		「故障した設備は無し」		226

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:29		0:00:10		停電		停電						北放第39号		今金R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数5,344　		単独		故障した設備はなし(R2放送休止時間帯)		227

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:30		0:00:10		停電		停電						北放第30号		稚内R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数26,646		単独		故障した設備はなし(R2放送休止時間帯)		228

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:30		0:00:10		停電		停電						北放第34号		留萌R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数15,533		単独		故障した設備はなし(R2放送休止時間帯)		229

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:30		0:00:10		停電		停電						北放第58号		広尾R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数3,659		単独		故障した設備はなし(R2放送休止時間帯)		230

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:31		0:00:10		停電		停電						北放第36号		名寄R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数132,679		単独		故障した設備はなし(R2放送休止時間帯)		231

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:25:24		9/6/18		3:25:34		0:00:10		停電		停電						北放第32号		江差R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数18,295		単独		故障した設備はなし		232

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:25:24		9/6/18		3:25:34		0:00:10		停電		停電						北放第33号		江差R2　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		世帯数11,070		単独		故障した設備はなし		233

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:27		0:00:07		停電		停電						北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20542世帯。		単独。		故障した設備はなし。		234

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:28		0:00:07		停電		停電						北放第2615号		遠軽ラジオ局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				15,316世帯。		単独。		故障した設備はなし。		235

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:28		0:00:07		停電		停電						北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。										236

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						ワイド		親 オヤ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:32		0:00:10		停電		停電						北放第5096号		札幌FM局。補完局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				1,220,750世帯。		単独。		故障した設備はなし。		237

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:30		0:00:08		停電		停電						北放第12号		室蘭ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				466,948世帯。		単独。		故障した設備はなし。		238

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:31		0:00:09		停電		停電						北放第16号		網走ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				95,968世帯。		単独。		故障した設備はなし。		239

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:26		9/6/18		3:08:33		0:00:07		停電		停電						北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				34,305世帯。		単独。		故障した設備はなし。		240

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:26		9/6/18		3:08:35		0:00:09		停電		停電						北放第1705号		稚内ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				24656世帯。		単独。		故障した設備はなし。		241

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:32		9/6/18		3:08:39		0:00:07		停電		停電						北放第11号		釧路ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				134,261世帯。		単独。		故障した設備はなし。		242

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:26		9/6/18		3:25:36		0:00:10		停電		停電						北放第9号		江別ラジオ局。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				1,592,449世帯。		単独。		故障した設備はなし。		243

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:26		9/6/18		3:25:33		0:00:07		停電		停電						北放第2500号		江差ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				13,802世帯。		単独。		故障した設備はなし。		244

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:27		9/6/18		3:25:34		0:00:07		停電		停電						北放第13号		函館ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				262,252世帯。。		単独。		故障した設備はなし。		245

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:29		9/6/18		3:25:39		0:00:10		停電		停電						北放第10号		旭川ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				560,167世帯。		単独。		故障した設備はなし。		246

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中		9				○				○		9/6/18		19:12:00		9/6/18		19:20:00		0:08:00		停電		停電						北放第2501号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。				5,184世帯。		単独。		故障した設備はなし。		247

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		親 オヤ		9				○				○		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:40		0:00:20		停電		停電						北放第80号		STV札幌放送(親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		248

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:26		0:00:07		停電		停電						北放第689号		STV室蘭放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		249

		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:25:34		0:00:18		停電		停電						北放第1435号		STV苫小牧放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		250

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:28		9/6/18		3:25:46		0:00:18		停電		停電						北放第100号		STV旭川放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		251

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:23		9/6/18		3:08:37		0:00:14		停電		停電						北放第691号		STV名寄放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		252

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:29		0:00:09		停電		停電						北放第1706号		STV稚内放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		253

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:26		0:00:07		停電		停電						北放第3241号		STV遠別放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						共建。		故障した設備は無し。		254

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:31		9/6/18		3:25:38		0:00:07		停電		停電						北放第99号		STV函館放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧								故障した設備は無し。		255

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:25:28		9/6/18		3:25:43		0:00:15		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した器材は無し。		256

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:38		0:00:17		停電		停電						北放第101号		STV帯広放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		257

		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:29		9/6/18		3:25:30		0:00:16		停電		停電						北放第690号		STV釧路放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						共建。		故障した設備は無し。		258

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:20		9/6/18		3:08:28		0:00:08		停電		停電						北放第688号		STV網走放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		259

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		中 チュウ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:28		0:00:07		停電		停電						北放第2616号		STV遠軽放送（その他の局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧						共建。		故障した設備は無し。		260

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○				○		9/6/18		22:22:32		9/6/18		23:24:14		1:01:42		回線障害		電気通信事業者の回線障害						北放第689号		STV室蘭放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		通信事業者の回線が全て断になり携帯電話によりﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを送り復旧させた						単独。		放送回線設備(NTT)が地震災害により電源断となり音声送出断となった。		261

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:31		0:00:10		停電		停電						北放第366号		知駒FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第365号。北放第386号。北放第733号		32,637		単独		故障した設備はなし。世帯数 12,182   単独。世帯数  3,423   単独。世帯数  2,245   単独。 （計　32,637）		262

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		9				○		×		0		9/6/18		3:08:23		9/6/18		3:08:33		0:00:10		停電		停電						北放第361号		名寄FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第366号。北放第386号。北放第365号。北放第733号。		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 14,787  単独。世帯数  3,423  単独。世帯数 12,182  単独。世帯数  2,245  単独。 （計　61,585）		263

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		親 オヤ		9				○				○		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:48		0:00:29		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1220号		札幌局（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第1434号　小樽局。北放第1478号　札幌大通局。		1,493,804世帯		共建		故障した設備は無し		264

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:33		0:00:12		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1221号		旭川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		172,797世帯		共建		故障した設備は無し		265

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:31		0:00:10		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2241号		釧路局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		92,298世帯		共建		故障した設備は無し		266

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:30		0:00:08		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1468号		函館局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		154,612世帯		共建		故障した設備は無し		267

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:33		0:00:11		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2513号		網走局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第2512号　北見局		98,654世帯		共建		故障した設備は無し		268

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:22		9/6/18		3:08:33		0:00:11		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2547号		室蘭局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		洞爺局 北放第3641号		116,454世帯		共建		故障した設備は無し		269

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		11:40:00		9/7/18		4:00:00		16:20:00		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第3641号		洞爺局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、電源喪失による停波。復電により復旧。		なし		13,883世帯		共建		故障した設備は無し		270

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:44		0:00:25		停電		停電						北放第2548号		札幌超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約1,264,613世帯。		共建。				271

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:44		0:00:25		停電		停電						北放第2551号		札幌大通超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約169,618世帯。		共建。				272

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:19		9/6/18		3:08:44		0:00:25		停電		停電						北放第2552号		小樽超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約52,693世帯。		共建。				273

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:30		0:00:09		停電		停電						北放第2550号		函館超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約154,612世帯。		共建。				274

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:32		0:00:11		停電		停電						北放第2549号		旭川超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約172,798世帯。		共建。				275

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:31		0:00:10		停電		停電						北放第2563号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約132,303世帯。		共建。				276

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:30		0:00:09		停電		停電						北放第2564号		釧路超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。自家発電機作動により復旧。				約92,297世帯。		共建。				277

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		9								0		9/6/18		3:08:21		9/6/18		3:08:31		0:00:10		停電		停電						北放第3621号		VICS知駒。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第3624号。北放第3623号。北放第3627号		32,637		単独		故障した設備はなし。世帯数 14,787。単独　世帯数 12,182。単独　世帯数  3,423。単独　世帯数  2,245。単独　 （計　32,637）		278

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		9								0		9/6/18		3:08:23		9/6/18		3:08:33		0:00:10		停電		停電						北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3624号。北放第3623号。北放第3627号		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 28,948。世帯数 14,787。単独　世帯数  3,423。単独　世帯数 12,182。単独　世帯数  2,245。単独 （計　61,585）		279

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日経ラジオ社						短		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		6:55:00		9/6/18		8:00:00		1:05:00		停電		停電		胆振東部地震による				北放第６３号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				該当なし						事業者：NHKアイテック		280

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日経ラジオ社						短		中 チュウ		9				○				○		9/6/18		16:50:00		9/6/18		24:00:00		7:10:00		停電		停電		胆振東部地震による				北放第６３号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				該当なし						※24:00:00〜06:55は放送休止時間　事業者：NHKアイテック		281

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4472号		羅臼緑町DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		547世帯。		共建。		故障した設備は無し		282

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4473号		羅臼緑町DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		547世帯。		共建。		故障した設備は無し		283

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4470号		えりも沢町DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		96世帯。		共建。		故障した設備は無し		284

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4471号		えりも沢町DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		96世帯。		共建。		故障した設備は無し		285

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4448号		小平港DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		413世帯。		共建。		故障した設備は無し		286

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4449号		小平港DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		413世帯。		共建。		故障した設備は無し		287

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4466号		上勇知DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		46世帯。		共建。		故障した設備は無し		288

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4467号		上勇知DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		46世帯。		共建。		故障した設備は無し		289

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4436号		登別東DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		827世帯。		共建。		故障した設備は無し		290

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4437号		登別東DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		827世帯。		共建。		故障した設備は無し		291

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:04		3:10:51		停電		停電						北放第4430号		和寒西和DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		17世帯。		共建。		故障した設備は無し		292

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:04		3:10:51		停電		停電						北放第4431号		和寒西和DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		17世帯。		共建。		故障した設備は無し		293

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4456号		苫小牧宮の森DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		294

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4457号		苫小牧宮の森DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		295

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4462号		浦河柏DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		795世帯。		共建。		故障した設備は無し		296

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4463号		浦河柏DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		795世帯。		共建。		故障した設備は無し		297

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4428号		室蘭陣屋DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		283世帯。		共建。		故障した設備は無し		298

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4429号		室蘭陣屋DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		283世帯。		共建。		故障した設備は無し		299

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:25		2:05:51		停電		停電						北放第4472号		羅臼緑町DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		547世帯。		共建。		故障した設備は無し		300

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:25		2:05:51		停電		停電						北放第4473号		羅臼緑町DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		547世帯。		共建。		故障した設備は無し		301

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9				○				○		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4611号		布伏内DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		64世帯。		共建。		故障した設備は無し		302

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4612号		布伏内DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		停電継続によりバッテリーが枯渇し停波。復電により復旧。途中仮設発電機バックアップあり。		なし		64世帯。		共建。		故障した設備は無し		303

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4783号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		304

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4808号		えりも沢町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		305

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4572号		小平港DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		306

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4753号		上勇知DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		52世帯。		共建。		故障した設備は無し		307

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		4:00:00		9/7/18		20:23:00		16:23:00		停電		停電						北放第4190号		江差新栄DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		551世帯。		共建。		故障した設備は無し		308

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4613号		登別東DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		977世帯。		共建。		故障した設備は無し		309

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		4:30:00		9/7/18		20:29:38		15:59:38		停電		停電						北放第4316号		福島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		北放第4375号 白符DTV。北放第4678号 松前DTV		4,358世帯。		共建。		故障した設備は無し		310

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		4:30:00		9/7/18		10:53:00		6:23:00		停電		停電						北放第4091号		豊浦DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		なし		1,483世帯。		共建。		故障した設備は無し		311

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		5:00:00		9/7/18		21:04:00		16:04:00		停電		停電						北放第4172号		留辺蘂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		3,248世帯。		共建。		故障した設備は無し		312

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		5:47:00		9/7/18		20:54:01		15:07:01		停電		停電						北放第4209号		津別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,781世帯。		共建。		故障した設備は無し		313

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		6:00:00		9/7/18		12:20:00		6:20:00		停電		停電						北放第4274号		津別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		748世帯。		共建。		故障した設備は無し		314

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		6:40:00		9/7/18		23:53:00		17:13:00		停電		停電						北放第4106号		忠類DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		883世帯。		共建。		故障した設備は無し		315

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:40		3:11:27		停電		停電						北放第4751号		和寒西和DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		20世帯。		共建。		故障した設備は無し		316

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		7:40:00		9/7/18		8:08:00		0:28:00		停電		停電						北放第4556号		温根別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機を再起動して復旧。		なし		182世帯。		共建。		故障した設備は無し		317

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4686号		苫小牧宮の森DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		305世帯。		共建。		故障した設備は無し		318

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		8:00:00		9/7/18		15:10:00		7:10:00		停電		停電						北放第4740号		室蘭輪西DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		17,291世帯。		共建。		故障した設備は無し		319

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4771号		浦河柏DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		782世帯。		共建。		故障した設備は無し		320

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:45:00		9/7/18		23:00:00		13:15:00		停電		停電						北放第4049号		上砂川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,872世帯。		共建。		故障した設備は無し		321

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4606号		室蘭陣屋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		315世帯。		共建。		故障した設備は無し		322

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		11:30:00		9/8/18		0:13:00		12:43:00		停電		停電						北放第4560号		標茶ルルランDTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		2,113世帯。		共建。		故障した設備は無し		323

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9				○				○		9/7/18		15:30:00		9/8/18		13:20:00		21:50:00		停電		停電						北放第4328号		西様似DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		2,310世帯。		共建。		故障した設備は無し		324

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:15		2:05:41		停電		停電						北放第4783号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		325

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4793号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		326

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4784号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		327

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4809号		えりも沢町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		328

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4573号		小平港DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		329

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4754号		上勇知DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		52世帯。		共建。		故障した設備は無し		330

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		4:00:00		9/7/18		20:23:00		16:23:00		停電		停電						北放第4196号		江差新栄DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		551世帯。		共建。		故障した設備は無し		331

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4614号		登別東DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		977世帯。		共建。		故障した設備は無し		332

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		20:29:38		15:59:38		停電		停電						北放第4317号		福島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		北放第4380号 白符DTV 北放第4679号 松前DTV		4,358世帯。		共建。		故障した設備は無し		333

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		10:53:00		6:23:00		停電		停電						北放第4094号		豊浦DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		なし		1,483世帯。		共建。		故障した設備は無し		334

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		5:00:00		9/7/18		21:04:00		16:04:00		停電		停電						北放第4173号		留辺蘂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		3,248世帯。		共建。		故障した設備は無し		335

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		5:47:00		9/7/18		20:54:01		15:07:01		停電		停電						北放第4210号		津別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,781世帯。		共建。		故障した設備は無し		336

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		6:00:00		9/7/18		12:20:00		6:20:00		停電		停電						北放第4269号		川湯DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		748世帯。		共建。		故障した設備は無し		337

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		6:40:00		9/7/18		23:53:00		17:13:00		停電		停電						北放第4105号		忠類DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		883世帯。		共建。		故障した設備は無し		338

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:40		3:11:27		停電		停電						北放第4750号		和寒西和DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		20世帯。		共建。		故障した設備は無し		339

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		7:40:00		9/7/18		8:08:00		0:28:00		停電		停電						北放第4629号		温根別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機を再起動して復旧。		なし		182世帯。		共建。		故障した設備は無し		340

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4687号		苫小牧宮の森DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		305世帯。		共建。		故障した設備は無し		341

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		8:00:00		9/7/18		15:10:00		7:10:00		停電		停電						北放第4715号		室蘭輪西DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		17,291世帯。		共建。		故障した設備は無し		342

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4766号		浦河柏DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		782世帯。		共建。		故障した設備は無し		343

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		9:45:00		9/7/18		23:00:00		13:15:00		停電		停電						北放第4054号		上砂川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,872世帯。		共建。		故障した設備は無し		344

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9				○				○		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4607号		室蘭陣屋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		315世帯。		共建。		故障した設備は無し		345

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9				○				○		9/7/18		11:30:00		9/8/18		0:13:00		12:43:00		停電		停電						北放第4561号		標茶ルルランDTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		2,113世帯。		共建。		故障した設備は無し		346

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		15:30:00		9/7/18		19:45:00		4:15:00		停電		停電						北放第4338号		西様似DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		北放第4343号 様似DTV		2,310世帯。		共建。		故障した設備は無し		347

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:15		2:05:41		停電		停電						北放第4784号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		348

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4794号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		349

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4785号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		350

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4810号		えりも沢町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		351

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4574号		小平港DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		352

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4755号		上勇知DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		52世帯。		共建。		故障した設備は無し		353

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:00:00		9/7/18		20:23:00		16:23:00		停電		停電						北放第4197号		江差新栄DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		551世帯。		共建。		故障した設備は無し		354

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4615号		登別東DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		977世帯。		共建。		故障した設備は無し		355

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		20:29:38		15:59:38		停電		停電						北放第4318号		福島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		北放第4381号 北放第4680号		4,358世帯。		共建。		故障した設備は無し		356

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		10:53:00		6:23:00		停電		停電						北放第4095号		豊浦DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		なし		1,483世帯。		共建。		故障した設備は無し		357

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		5:00:00		9/7/18		21:04:00		16:04:00		停電		停電						北放第4174号		留辺蘂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		3,248世帯。		共建。		故障した設備は無し		358

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		5:47:00		9/7/18		20:54:01		15:07:01		停電		停電						北放第4212号		津別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,781世帯。		共建。		故障した設備は無し		359

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		6:00:00		9/7/18		12:20:00		6:20:00		停電		停電						北放第4275号		川湯DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		748世帯。		共建。		故障した設備は無し		360

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		6:40:00		9/7/18		23:53:00		17:13:00		停電		停電						北放第4104号		忠類DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		883世帯。		共建。		故障した設備は無し		361

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:40		3:11:27		停電		停電						北放第4725号		和寒西和DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		20世帯。		共建。		故障した設備は無し		362

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:40:00		9/7/18		8:08:00		0:28:00		停電		停電						北放第4630号		温根別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機を再起動して復旧。		なし		182世帯。		共建。		故障した設備は無し		363

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4688号		苫小牧宮の森DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		305世帯。		共建。		故障した設備は無し		364

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		8:00:00		9/7/18		15:10:00		7:10:00		停電		停電						北放第4714号		室蘭輪西DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		17,291世帯。		共建。		故障した設備は無し		365

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4772号		浦河柏DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		782世帯。		共建。		故障した設備は無し		366

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:45:00		9/7/18		23:00:00		13:15:00		停電		停電						北放第4048号		上砂川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,872世帯。		共建。		故障した設備は無し		367

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4608号		室蘭陣屋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		315世帯。		共建。		故障した設備は無し		368

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		11:30:00		9/8/18		0:13:00		12:43:00		停電		停電						北放第4562号		標茶ルルランDTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		2,113世帯。		共建。		故障した設備は無し		369

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		15:30:00		9/8/18		13:20:00		21:50:00		停電		停電						北放第4331号		西様似DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		北放第4345号		2,310世帯。		共建。		故障した設備は無し		370

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:15		2:05:41		停電		停電						北放第4785号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		371

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4795号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		372

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第4786号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		373

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4829号		えりも沢町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		135世帯。		共建。		故障した設備は無し		374

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4575号		小平港DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		424世帯。		共建。		故障した設備は無し		375

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第4756号		上勇知DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		52世帯。		共建。		故障した設備は無し		376

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:00:00		9/7/18		20:23:00		16:23:00		停電		停電						北放第4198号		江差新栄DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		551世帯。		共建。		故障した設備は無し		377

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4616号		登別東DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		977世帯		共建。		故障した設備は無し		378

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		20:29:38		15:59:38		停電		停電						北放第4319号		福島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		北放第4382号 白符DTV。北放第4681号 松前DTV		4,358世帯。		共建。		故障した設備は無し		379

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		10:53:00		6:23:00		停電		停電						北放第4096号		豊浦DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		なし		1,483世帯。		共建。		故障した設備は無し		380

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		5:00:00		9/7/18		21:04:00		16:04:00		停電		停電						北放第4175号		留辺蘂DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		3,248世帯。		共建。		故障した設備は無し		381

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		5:47:00		9/7/18		20:54:01		15:07:01		停電		停電						北放第4213号		津別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,781世帯。		共建。		故障した設備は無し		382

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		6:00:00		9/7/18		12:20:00		6:20:00		停電		停電						北放第4271号		川湯DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		748世帯。		共建。		故障した設備は無し		383

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		6:40:00		9/7/18		23:53:00		17:13:00		停電		停電						北放第4107号		忠類DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		883世帯。		共建。		故障した設備は無し		384

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:40		3:11:27		停電		停電						北放第4752号		和寒西和DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		20世帯。		共建。		故障した設備は無し		385

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:40:00		9/7/18		8:08:00		0:28:00		停電		停電						北放第4632号		温根別DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電機を再起動して復旧。		なし		182世帯。		共建。		故障した設備は無し		386

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4689号		苫小牧宮の森DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		305世帯。		共建。		故障した設備は無し		387

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		8:00:00		9/7/18		15:10:00		7:10:00		停電		停電						北放第4741号		室蘭輪西DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		17,291世帯。		共建。		故障した設備は無し		388

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4773号		浦河柏DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		782世帯。		共建。		故障した設備は無し		389

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		9:45:00		9/7/18		23:00:00		13:15:00		停電		停電						北放第4050号		上砂川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		1,872世帯。		共建。		故障した設備は無し		390

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4609号		室蘭陣屋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		315世帯。		共建。		故障した設備は無し		391

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		11:30:00		9/8/18		0:13:00		12:43:00		停電		停電						北放第4564号		標茶ルルランDTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		2,113世帯。		共建。		故障した設備は無し		392

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		15:30:00		9/8/18		13:20:00		21:50:00		停電		停電						北放第4333号		西様似DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧。		北放第4363号 様似DTV		2,310世帯。		共建。		故障した設備は無し		393

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:15		2:05:41		停電		停電						北放第4786号		羅臼緑町DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		587世帯。		共建。		故障した設備は無し		394

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第4796号		布伏内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧。		なし		95世帯。		共建。		故障した設備は無し		395

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		1:05:09		9/7/18		7:49:55		6:44:46		停電		停電						北放第5085号		羅臼緑町DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数587。		共建		「故障した設備は無し」		396

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		1:31:50		9/7/18		12:30:51		10:59:01		停電		停電						北放第4816号		えりも沢町DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数135。		共建		「故障した設備は無し」		397

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		2:01:00		9/7/18		4:11:37		2:10:37		停電		停電						北放第4576号		小平港DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数424。		共建		「故障した設備は無し」		398

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		3:03:49		9/7/18		23:07:33		20:03:44		停電		停電						北放第5038号		上勇知DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数52。		共建		「故障した設備は無し」		399

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		4:00:00		9/7/18		20:23:00		16:23:00		停電		停電						北放第4199号		江差新栄DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数551。		共建		「故障した設備は無し」		400

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		4:03:59		9/7/18		10:18:32		6:14:33		停電		停電						北放第4617号		登別東DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数977。		共建		「故障した設備は無し」		401

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		20:29:38		15:59:38		停電		停電						北放第4323号		福島DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		北放第4383号。北放第4683号。		世帯数4,358。		共建		「故障した設備は無し」		402

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		4:30:00		9/7/18		10:53:00		6:23:00		停電		停電						北放第4097号		豊浦DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電後、装置リセットにより復旧」		なし		世帯数1,483。		共建		「故障した設備は無し」		403

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		5:00:00		9/7/18		21:04:00		16:04:00		停電		停電						北放第4947号		留辺蘂DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数3,248。		共建		「故障した設備は無し」		404

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		5:47:00		9/7/18		20:54:01		15:07:01		停電		停電						北放第5059号		津別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数1,781。		共建		「故障した設備は無し」		405

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		6:00:00		9/7/18		12:20:00		6:20:00		停電		停電						北放第4979号		川湯DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数748。		共建		「故障した設備は無し」		406

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		6:40:00		9/7/18		23:53:00		17:13:00		停電		停電						北放第4910号		忠類DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数883。		共建		「故障した設備は無し」		407

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		7:05:13		9/7/18		10:16:40		3:11:27		停電		停電						北放第4943号		和寒西和DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数20。		共建		「故障した設備は無し」		408

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		7:40:00		9/7/18		8:08:00		0:28:00		停電		停電						北放第4931号		温根別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。仮設発電装置の再起動により復旧」		なし		世帯数182。		共建		「故障した設備は無し」		409

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		7:41:47		9/7/18		18:27:20		10:45:33		停電		停電						北放第4690号		苫小牧宮の森DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数305。		共建		「故障した設備は無し」		410

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		8:00:00		9/7/18		15:10:00		7:10:00		停電		停電						北放第4742号		室蘭輪西DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数17,291。		共建		「故障した設備は無し」		411

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		9:27:02		9/7/18		12:56:23		3:29:21		停電		停電						北放第4774号		浦河柏DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数782。		共建		「故障した設備は無し」		412

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		9:45:00		9/7/18		23:00:00		13:15:00		停電		停電						北放第4051号		上砂川DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数1,872。		共建		「故障した設備は無し」		413

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		11:21:22		9/7/18		19:03:41		7:42:19		停電		停電						北放第4610号		室蘭陣屋DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数315。		共建		「故障した設備は無し」		414

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		11:30:00		9/8/18		0:13:00		12:43:00		停電		停電						北放第5095号		標茶ルルランDTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数2,113。		共建		「故障した設備は無し」		415

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		15:30:00		9/7/18		19:45:00		4:15:00		停電		停電						北放第4342号		西様似DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		北放第4346号。		世帯数2,310。		共建		「故障した設備は無し」		416

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		20:02:34		9/7/18		22:08:15		2:05:41		停電		停電						北放第5085号		羅臼緑町DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数587。		共建		「故障した設備は無し」		417

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中		9								0		9/7/18		22:27:22		9/7/18		23:59:00		1:31:38		停電		停電						北放第5040号		布伏内DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電後、バックアップしていた仮設発電機を停止した後、バッテリー放電終止となり停波。復電により復旧」		なし		世帯数95。		共建		「故障した設備は無し」		418

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○				○		9/7/18		3:22:56		9/7/18		4:44:03		1:21:07		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機の故障リセットを行い復旧						単独。		江差局の商用電源断により予備の発電機で稼働していたが、発電機の故障発放により停止し停波となった。		419

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		中		9				○				○		9/7/18		10:29:30		9/7/18		10:33:58		0:04:28		回線障害		電気通信事業者の回線障害						北放第2503号		STV北檜山放送(その他局）				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		バックアップ回線(NTT-INS)に切替えて復旧させた						単独。		放送回線設備(HOTnet)が地震災害により電源断となり音声送出断となった。		420

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9				○				○		9/7/18		3:32:31		9/7/18		3:36:23		0:03:52		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		421

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		5:02:32		9/7/18		5:05:19		0:02:47		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		422

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		7:54:45		9/7/18		7:56:59		0:02:14		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		423

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		10:12:45		9/7/18		10:15:56		0:03:11		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		424

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		12:38:27		9/7/18		12:40:19		0:01:52		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		425

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		15:13:00		9/7/18		15:15:20		0:02:20		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		426

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中		9								0		9/7/18		17:01:51		9/7/18		17:03:42		0:01:51		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第2512号		北見局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電後、予備電源であるUPSが放電終止電圧に達し、ポータブル発電機による電源を用意するも、発電機への燃料補給作業による停波。		なし		55,566世帯		共建		故障した設備は無し		427

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中		9				○				○		9/7/18		4:32:18		9/7/18		5:54:11		1:21:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害						北放第2550号		函館超短波放送局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		先に復旧した予備系（ISDN回線）に切り替える。				約154,612世帯。		共建。				428

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日経ラジオ社						短		中 チュウ		9				○				○		9/7/18		6:55:00		9/7/18		8:00:00		1:05:00		停電		停電		※未明に復電を確認するが地震及び停電による影響がないかを確認、点検するため停波				北放第６３号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				該当なし						※未明に復電を確認するが地震及び停電による影響がないかを確認、点検するため停波事業者：NHKアイテック		429

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌ラヂオ放送						CFM		C親		9				○				○		9/11/18		15:00:00		9/11/18		15:30:00		0:30:00		その他		人為的な要因												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		音声調整装置		事業者が自ら対応(その他)												430

		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/16/18		5:19:38		9/16/18		8:30:00		0:13:14		設備故障		自然故障		ラジオマスター設備システム障害						HBCラジオマスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(その他)		システムの再起動により復旧。				2,416,559世帯。		単独。				431

		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		9				○		×		0		9/23/18		1:57:56		9/23/18		3:27:20		0:00:28		停電		停電						北放第691号		STV名寄放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。　　　　復電により復旧						単独。		故障した設備は無し。		432

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中		9				○				○		9/23/18		1:57:56		9/23/18		1:58:06		0:00:10		停電		停電						北放第361号		名寄FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第366号。北放第386号。北放第365号。北放第733号。		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 14,787  単独。世帯数  3,423  単独。世帯数 12,182  単独。世帯数  2,245  単独。 （計　61,585）		433

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中		9				○				○		9/23/18		3:27:06		9/23/18		3:27:16		0:00:10		停電		停電						北放第361号		名寄FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第366号。北放第386号。北放第365号。北放第733号。		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 14,787  単独。世帯数  3,423  単独。世帯数 12,182  単独。世帯数  2,245  単独。 （計　61,585）		434

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中		9								0		9/23/18		1:57:56		9/23/18		1:58:06		0:00:10		停電		停電						北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3624号。北放第3623号。北放第3627号		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 28,948。世帯数 14,787。単独　世帯数  3,423。単独　世帯数 12,182。単独　世帯数  2,245。単独 （計　61,585）		435

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中		9								0		9/23/18		3:27:06		9/23/18		3:27:16		0:00:10		停電		停電						北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3624号。北放第3623号。北放第3627号		61,585		単独		故障した設備はなし。世帯数 28,948。世帯数 14,787。単独　世帯数  3,423。単独　世帯数 12,182。単独　世帯数  2,245。単独 （計　61,585）		436

				東北				山形		山形テレビ						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/5/18		12:02:23		4/5/18		12:02:26		0:00:03		その他		その他		何らかの要因でTS入力信号の異常を検知し、予備系への切り替わりの間、映像黒味及び音声断となった。				東放第6700号		山形DTV局。親局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		本社STL送信装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		本社STL送信装置にて、TS信号異常検知。予備系に自動切替。直後に自然復旧。原因不明。
※当該系統の全機器、及び、ケーブルを変更しても現象再発。
但し、8月5日以降からは現象発生していない。		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7366号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7901号。東放第8011号。東放第8028号。		276,956世帯。		単独・共建。		YTS下位DTV19局合計。故障は単独設備。		437

				東北				宮城 ミヤギ		仙台放送						DTV		中 チュウ		4				○				○		4/9/18		11:30:16		4/9/18		13:45:19		2:15:03		設備故障		自然故障		上位局の涌谷DTVのOFDM変調器のTMCCのパリティエラーが下位局のマルチパス等価回路に影響したもの				東放第7261号		登米DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障検知。現地出向し、マルチパス等価回路をパイパス。										438

				東北				宮城 ミヤギ		仙台放送						DTV		中 チュウ		4								0		4/9/18		11:30:16		4/9/18		15:19:27		3:49:11		設備故障		自然故障		上位局の涌谷DTVのOFDM変調器のTMCCのパリティエラーが下位局のマルチパス等価回路に影響したもの				東放第7248号		小野田宮崎DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障検知。現地出向し、マルチパス等価回路をパイパス。										439

				東北				山形 ヤマガタ		山形コミュニティ放送						CFM		C親		4				○						4/22/18		5:00:00		4/22/18		6:40:00		1:40:00		設備故障		ソフトウェア不具合						東放第５６８７号		ＣＦＭ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		無音検知音源送出装置の不作動。放送プログラム修正し対応。				１９万世帯						440

		累 ルイ		東北				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/22/18		13:58:52		5/22/18		16:46:46		0:00:04		その他		その他		何らかの要因でTS入力信号の異常を検知し、予備系への切り替わりの間、映像黒味及び音声断となった。				東放第6700号		山形DTV局。親局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		本社STL送信装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		本社STL送信装置にて、TS信号異常検知。予備系に自動切替。直後に自然復旧。原因不明。
※当該系統の全機器、及び、ケーブルを変更しても現象再発。
但し、8月5日以降からは現象発生していない。		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7366号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7901号。東放第8011号。東放第8028号。		276,956世帯。		単独・共建。		YTS下位DTV19局合計。故障は単独設備。		441

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		6				○		□		0		6/3/18		3:06:59		6/3/18		3:07:05		0:00:06		自然災害		その他の自然災害		フェージング				東放第7059号		蔵王温泉DTV局 その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						346世帯。		共建。				442

				東北				秋田 アキタ		ＴＭＯ大曲						CFM		中 チュウ		6				○				○		6/7/18		16:30:00		6/7/18		22:10:00		5:40:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		交通事故のため光通信ケーブル切断				東放第8865号		大沢郷中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				なし		８１７世帯						443

				東北				宮城 ミヤギ		仙台放送						DTV		中 チュウ		7								0		7/3/18		10:35:38		7/3/18		16:04:25		5:28:47		その他		他の事業者による要因		放送用光ケーブルをJR気仙沼線BRT工事用重機が切断				東放第8070号		津山横山DTV				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		NHK、NHKｱｲﾃｯｸが緊急出向し、光ケーブルを修復して復旧。										444

				東北				宮城 ミヤギ		宮城テレビ放送						DTV		中 チュウ		7								0		7/3/18		10:35:38		7/3/18		16:04:25		5:28:47		その他		他の事業者による要因		道路工事業者が津山受信点～津山横山間の光ケーブルに重機を引っ掛け切断				東放第8071号		津山横山ＤＴＶ　その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		監視装置で停波検知。共建幹事局ＮＨＫにてケーブル復旧		なし		325世帯。		共建。				445

				東北				宮城 ミヤギ		東日本放送						DTV		中 チュウ		7								0		7/3/18		10:35:38		7/3/18		16:04:25		5:28:47		その他		他の事業者による要因		放送用光ケーブルを工事業者が切断した				東放第8072号		KHB津山横山DTV、中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		共建幹事社であるNHKが主となり切断されたケーブルを修復して復旧				325世帯。		共建。				446

				東北				宮城 ミヤギ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/3/18		10:35:38		7/3/18		16:04:25		5:28:47		その他		他の事業者による要因		重機による伝送線（光ケーブル）の切断				東放第8067号津山横山DG。東放第8068号津山横山DE						中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫが現地へ緊急出向し復旧。				325世帯		共建。		電力柱建柱、光ケーブル張り替え、接続で時間を要した。		447

				東北				宮城 ミヤギ		東北放送株式会社						DTV		中 チュウ		7								0		7/3/18		10:35:38		7/3/18		16:04:25		5:28:47		その他		他の事業者による要因		工事業者が誤って架空光ケーブルを切断し停波。				東放第8069号		TBC津山横山DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		分離光ケーブル		事業者が自ら対応(その他)		放送事業者（幹事社：NHK）が現地出向し、ケーブルを修復。		なしNHK、NHKｱｲﾃｯｸが緊急出向し、光ケーブルを修復して復旧。		325世帯。		共建。				448

		累 ルイ		東北				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/6/18		14:48:48		7/6/18		14:48:49		0:00:03		その他		その他		何らかの要因でTS入力信号の異常を検知し、予備系への切り替わりの間、映像黒味及び音声断となった。				東放第6700号		山形DTV局。親局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		本社STL送信装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		本社STL送信装置にて、TS信号異常検知。予備系に自動切替。直後に自然復旧。原因不明。
※当該系統の全機器、及び、ケーブルを変更しても現象再発。
但し、8月5日以降からは現象発生していない。		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7366号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7901号。東放第8011号。東放第8028号。		276,956世帯。		単独・共建。		YTS下位DTV19局合計。故障は単独設備。		449

				東北				宮城 ミヤギ		東北放送株式会社						ワイド		親 オヤ		7				○				○		7/11/18		1:24:48		7/11/18		1:28:08		0:03:20		回線障害		電気通信事業者の回線障害						東放第9号		TBC仙台FM				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ネット回線設備		事業者が自ら対応(系切替)		マスター担当者が予備回線に手動切替。		なし		約85万世帯						450

				東北				宮城 ミヤギ		東北放送株式会社						R		親 オヤ		7								0		7/11/18		1:24:48		7/11/18		1:28:08		0:03:20		回線障害		電気通信事業者の回線障害						東放第9号		TBC仙台R　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ネット回線設備		事業者が自ら対応(系切替)		マスター担当者が予備回線に手動切替。		東放第10号。東放第132号。東放第4627号		約94万世帯						451

				東北		重 ジュウ		宮城 ミヤギ		北日本マルチメディア						MM		親 オヤ		7				○				○		7/11/18		1:24:51		7/11/18		3:49:38		2:24:47		回線障害		電気通信事業者の回線障害												中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		・1時24分　回線断発生。・2時10分　通信事業者故障受付窓口へ電話連絡、アナウンスにより北日本でアラーム検知した旨を連絡しており、回線障害であることを確認。・2時57分　仙台センターエッジスイッチの切り替えを実施・復旧せず（通信事業者対応）。・3時12分　仙台センターコアスイッチの切り替えを実施・復旧せず（通信事業者対応）。・3時49分　利府センター中継ルータの切り替えを実施してサービス復旧（通信事業者対応）。・3時49分　回線復旧し放送が再開したこと、各機材への接続が復旧したことを確認。				V-Low仙台　769,494世帯V-Low喜多方　35,887世帯						452

				東北				宮城 ミヤギ		北日本マルチメディア						MM		親 オヤ		7								0		7/17/18		3:35:53		7/17/18		4:35:02		0:59:09		回線障害		電気通信事業者の回線障害												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		電気通信事業者のエッジスイッチ制御カード		他事業者(電気通信事業者)にて対応		・3時35分　回線断発生。・3時41分　通信事業者故障受付窓口へ電話連絡、アナウンスにより北日本でアラーム検知した旨を連絡しており、回線障害であることを確認。・3時46分　当該エッジスイッチ～下位集約スイッチ間の経路切替を実施・復旧せず（通信事業者対応）。・4時08分　当該エッジスイッチインタフェースカードリセットし切戻し・復旧せず（通信事業者対応）。・4時24分　当該エッジスイッチ～上位コアスイッチ間の切替を実施・復旧せず（通信事業者対応）。・4時36分　当該エッジスイッチ～下位集約スイッチ間の一部経路										453

				東北				岩手 イワテ		ラヂオ・もりおか						CFM		C親		7				○				○		7/18/18		6:30:00		7/18/18		6:58:00		0:28:00		設備故障		自然故障						東放第6160号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)				東放第8873号矢巾中継局		親局　12万世帯。中継局　1万4千世帯						454

				東北		重 ジュウ		岩手 イワテ		宮古エフエム放送						CFM		C親		8				○				○		8/12/18		4:16:00		8/12/18		7:23:00		3:07:00		設備故障		自然故障						東放第8718号		親局				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)		同期FMコーデック		事業者が自ら対応(系切替)		設備保守事業者に電話にて指示をもらいながら予備機への切替作業対応。監視装置にて異常検知。演奏所の漏電ブレーカーが作動し電源断。電源供給させたが、機械故障箇所の特定に時間がかかり重大事故に至る。				約1万8千世帯。						455

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		8				○		□		0		8/12/18		22:15:02		8/12/18		22:15:04		0:00:02		自然災害		その他の自然災害		フェージング				東放第7059号		蔵王温泉DTV局 その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						346世帯。		共建。				456

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/16/18		1:43:46		8/16/18		1:44:37		0:00:51		自然災害		その他の自然災害		降雨減衰				東放第7370号		温海DTV局 その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯。		共建。				457

				東北				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/17/18		11:20:00		8/17/18		11:20:15		0:00:15		設備故障		自然故障						東放第6701号		SAY山形DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		VTRデッキ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		VTRデッキが、不具合警報を発生し動作停止。内部の安全装置が働き、操作ができなくなったことから、VTRデッキの電源再投入を行い、テープを再生した。		プラン 東放第6762号。プラン 東放第6768号。プラン 東放第6821号。プラン 東放第6855号。プラン 東放第6868号。東放第6869号。東放第6870号。東放第6871号。東放第6872号。東放第6873号。東放第7060号。東放第7061号。東放第7062号。東放第7372号。東放第7404号。東放第7405号。東放第7406号。東放第7407号。東放第7408号。東放第7409号。東放第7410号。東放第7411号。東放第7412号。東放第7878号。		438,059世帯。		単独。				458

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/30/18		10:50:36		8/30/18		10:50:39		0:00:03		自然災害		その他の自然災害		原因不明(降雨減衰等一時的と思われる）				東放第7432号		飯豊中津川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						98世帯。		共建。				459

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/30/18		23:17:57		8/30/18		23:18:11		0:00:14		自然災害		その他の自然災害		降雨減衰				東放第7370号		温海DTV局 その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯。		共建。				460

		累 ルイ		東北				宮城 ミヤギ		宮城テレビ放送						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/23/18		11:40:00		9/23/18		11:56:54		0:13:06		回線障害		電気通信事業者の回線障害						東放第6665号		仙台ＤＴＶ　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		お待ち画面送出、原因究明、ＳＮＧ回線を用いて仮復旧、ＮＴＴコミュニケーションズにて復旧措置し、本復旧		親局以下全局		1,057,064世帯。		単独。				461

				東北				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/30/18		14:00:00		9/30/18		14:02:21		0:02:21		設備故障		自然故障		本社演奏所主調整室内の機器不調により、映像黒味、及び、音声断となった。				東放第6700号		山形DTV局。演奏所。				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		当該系統のケーブル抜き差しにより自然復旧。原因不明。※予防保全のため、HDVSユニット（分配器）交換と予備系統の構築。		プラン局東放第6760号。プラン局東放第6766号。プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6875号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7041号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7365号。東放第7366号。東放第7367号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7398号。東放第7399号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7403号。東放第7876号。東		約390,000世帯。		単独・共建。		YTS全DTV31局合計。故障は単独設備。		462

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		4				○				○		4/4/18		14:40:00		4/4/18		15:19:00		0:39:00		設備故障		自然故障						関放第9104号		青梅DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		遠隔制御により、系統切り替えを実施し復旧。異常装置は、現地でリセットを行い復旧。後日修理を実施。		無		影響世帯数139,795世帯		共建。		障害メディア：日本テレビ		463

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		テレビ埼玉						DTV		中 チュウ		4				○				○		4/21/18		12:46:00		4/21/18		19:58:00		7:12:00		設備故障		自然故障						関放第９０４０号		飯能原市場ＤＴＶ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。		飯能唐竹局ＤＴＶミニサテ関放第９３０６号		飯能原市場局２７８世帯 共建。飯能唐竹局４０１世帯 共建						464

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		安心安全ネットワークきずな						CFM		C親		5				○				○		5/12/18		12:59:41		5/12/18		14:55:57		1:56:16		設備故障		ソフトウェア不具合						関放第10414号		みよしエフエム　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		事業者が停波事故を検知。送信元、アンテナ側双方で原因を探り、再起動した		なし		約97,000世帯		単独		問合せ等0件		465

		累 ルイ		関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/4/18		2:38:40		6/4/18		3:29:23		0:01:48		その他		人為的な要因		放送素材の編集内容と放送用データの不一致による映像音声の不体裁。				関放第5746号		JOAX-DTV 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		送出用データの不一致		事業者が自ら対応(その他)		当該番組終了にて復旧。その後、社内チェック体制の強化とルール順守の厳格化を実施。				影響世帯数約1800万世帯				障害メディア：日本テレビ		466

				関東 カントウ				静岡 シズオカ		逗子・葉山コミュニティ						CFM		C親		6				○				○		6/28/18		9:30:30		6/28/18		10:35:36		1:05:06		設備故障		自然故障		送信機の冷却ファンが故障し、出力段の発熱の為、送信停止と再開を繰り返した。				関放第３５９４号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		事故発生後、直ちに、戸根山山頂送信所に赴き、送信出力の低下を確認。直ちに１号機による運転に切り替えた。		無し		35,179世帯。		単独		リスナーからの問い合わせ等は無かった。		467

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/15/18		4:08:48		7/15/18		7:12:33		3:03:45		設備故障		自然故障						関放第９０８６号		（その他）秦野菩提ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備ユニットに交換して復旧		無		126世帯		共建。				468		中継回線設備(その他)		本社STL送信装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		本社STL送信装置にて、TS信号異常検知。予備系に自動切替。直後に自然復旧。原因不明。
※当該系統の全機器、及び、ケーブルを変更しても現象再発。
但し、8月5日以降からは現象発生していない。		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7366号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7901号。東放第8011号。東放第8028号。		276,956世帯。		単独・共建。		YTS下位DTV19局合計。故障は単独設備。

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/16/18		19:54:10		7/16/18		19:54:12		0:00:02		設備故障		自然故障						関放第9878号		（その他）藤岡鬼石ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		自然回復		無		82639世帯				受信空中線のみ群馬テレビと共建		469

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		7				○				○		7/21/18		13:38:43		7/21/18		13:41:32		0:02:49		その他		他の事業者による要因						関放第3884号		VICS東京。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		現地保守作業者が異常を認知。正常な系統に切り換えて復旧。		開放第3888号。開放第3889号		11,539,615世帯。		共建				470

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		クルメディア						CFM		C親		8				○				○		8/13/18		15:18:00		8/13/18		15:18:13		0:00:13		停電		停電						免許番号10452号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応				なし		46316世帯。		単独				471

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ						関放第8795号		（その他）松井田上増田ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				無								472

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8								0		8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ						関放第8796号		（その他）松井田上増田ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				無								473

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		商用入力MCCB及びBF出力MCCBトリップの為、電源供給できず停波。				関放第8797号		松井田上増田DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				無		影響世帯数177世帯		共建。		障害メディア：全社		474

				関東 カントウ				群馬 グンマ		テレビ朝日						DTV		中 チュウ		8								0		8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		商用入力MCCB及びBF出力MCCBトリップの為、電源供給できず停波。				関放第8798号		松井田上増田DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地出向し、MCCB再投入により復旧。		無		影響世帯数177世帯		共建。		障害メディア：全社		475

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＴＢＳテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		商用入力MCCB及びBF出力MCCBトリップの為、電源供給できず停波。				関放第8799号		松井田上増田DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地出向し、MCCB再投入により復旧。		無		影響世帯数177世帯		共建。		障害メディア：全社		476

				関東 カントウ				群馬 グンマ		テレビ東京						DTV		中 チュウ		8										8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		商用入力MCCB及びBF出力MCCBトリップの為、電源供給できず停波。				関放第8800号		松井田上増田DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地出向し、MCCB再投入により復旧。		無		影響世帯数177世帯		共建。		障害メディア：全社		477

				関東 カントウ				群馬 グンマ		フジテレビジョン						DTV		中 チュウ		8										8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		商用入力MCCB及びBF出力MCCBトリップの為、電源供給できず停波。				関放第8801号		松井田上増田DTV 中継局　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地出向し、MCCB再投入により復旧。		無		影響世帯数177世帯		共建。		障害メディア：全社		478

				関東 カントウ				群馬 グンマ		群馬テレビ						DTV		中 チュウ		8										8/13/18		17:30:00		8/13/18		21:28:00		3:58:00		自然災害		雷 カミナリ		落雷によるMCCBトリップ				関放第8802号		その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		MCCBトリップ(WHM,直流出力,蓄電池）		他事業者(他の放送事業者)にて対応		MCCB再投入により復旧（2018年8月13日21時28分）		なし		影響世帯数177世帯		共建。		視聴者からの問合せ等はなし		479

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		自然災害		その他の自然災害						関放第9382号		（その他）黒羽須賀川ＤE				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				(その他）（関放第9434号）		287世帯		共建。				480

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9383号		（その他）黒羽須賀川ＤＧ				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応				(その他）（関放第9434号）		287世帯		共建。				481

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害		受信点から送信点まで敷設されている光ケーブルの断線（昆虫による穿孔被害と推察される）。				関放第9384号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。				影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		482

				関東 カントウ				栃木 トチギ		テレビ朝日						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9385号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。		関放第9437号（黒羽須賀川下局）		影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		483

				関東 カントウ				栃木 トチギ		ＴＢＳテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9386号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。		関放第9438号（黒羽須賀川下局）		影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		484

				関東 カントウ				栃木 トチギ		テレビ東京						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9387号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。		関放第9439号（黒羽須賀川下局）		影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		485

				関東 カントウ				栃木 トチギ		フジテレビジョン						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9388号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。		関放第9440号（黒羽須賀川下局）		影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		486

				関東 カントウ				栃木 トチギ		とちぎテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/18/18		7:06:10		8/18/18		17:11:29		10:05:19		その他		その他の自然災害						関放第9389号		黒羽須賀川DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業を実施し復旧。		関放第9441号（黒羽須賀川下局）		影響世帯数309世帯		共建。		障害メディア：全社		487

				関東 カントウ				千葉 チバ		市原ＦＭ						CFM		C親		9				○				○		9/26/18		16:40:00		9/26/18		17:01:00		0:21:00		停電		停電								親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		非常用FPU電源を起動し（25分後に供給が停止した）、東京電力に電話し、故障個所を修復してもらった。		なし		影響世帯　72,886世帯		単独		電話2件、メール1件の問い合わせあり。ＨＰにてお詫びの告知をしました。（21分間電波が停止した旨等）		488

				関東 カントウ				千葉 チバ		日経ラジオ						短 タン		親 オヤ		9				○				○		9/30/18		21:23:00		9/30/18		21:24:00		0:01:00		停電		停電		台風２４号による				関放第１７号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		自家発に切替る前に東京電力より復電される。
（瞬間停電）						単独		影響世帯数：全国		489

				関東 カントウ				千葉 チバ		日経ラジオ						短 タン		親 オヤ		9				○				○		9/30/18		22:33:09		9/30/18		22:34:00		0:00:51		自然災害		強風						関放第１７号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		10/1 17時過ぎに修復完了								9/30 22:34から放送終了までと10/1 放送開始から17:12分まで予備送信機、予備アンテナで放送		490

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		長野エフエム						FM		中 チュウ		8				○				○		8/25/18		14:50:00		8/25/18		18:05:13		3:15:13		自然災害		雷 カミナリ		飯山野沢中継局近傍で発生した落雷により停電の発生と無停電電源装置の損傷により停波。				信放第3018号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		中継回線設備および、放送局の送信設備を構成する電源のうち無停電電源装置。		事業者が自ら対応(系切替)		ポータブル発電機により23:00:48復電までの間停電補償。代替無停電装置の設置。		なし						なし		491

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送						DTV		親		1								0		1/10/18		18:59:00		8/1/18		2:12:00		4855:13:00		自然災害		雷 カミナリ						陸放第2201号		金沢局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		1/10より予備空中線にて運用を行ってきたが、8/1放送開始より送信空中線および給電線を、既設同様に更新				1/18～8/1　約2000世帯		共建。		1/10　前回報告済（H29年度下半期）1/11以降なし		492

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		石川テレビ放送						DTV		親		1								0		1/10/18		18:39:00		8/1/18		2:10:00		4855:31:00		自然災害		雷 カミナリ		落雷による送信鉄塔内の火災				陸放第2194号		ITC金沢DTV親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		1/10より予備空中線にて運用を行ってきたが、8/1放送開始より送信空中線および給電線を、既設同様に更新				1/18～8/1　約2000世帯		共建。		1/10　前回報告済（H29年度下半期）1/11以降なし		493

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		えふえむ・エヌ・ワン						CFM		C親		4				○				○		4/15/18		5:00:00		4/15/18		5:01:59		0:01:59		設備故障		ソフトウェア不具合						陸放第1500号		親				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		装置運用プログラムの障害		事業者が自ら対応(系切替)		親局：05時02分00秒から無音検知器によるフィラー自動送出。07時36分25秒から通常プログラムに復帰。				64,494世帯						494

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		えふえむ・エヌ・ワン						CFM		C親		4				○				○		4/29/18		5:00:00		4/29/18		5:00:34		0:00:34		設備故障		ソフトウェア不具合						陸放第1500号		親				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		装置運用プログラムの障害		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		親局：05時00分35秒から無音検知器によるフィラー自動送出。05時14分43秒から復帰。				64,494世帯						495

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		富山 トヤマ		富山エフエム放送						FM		親		6				○				○		6/25/18		4:57:47		6/25/18		5:49:06		0:51:19		その他		人為的な要因		キー局からの制御信号データの入力ミスにより、｢自動穴埋め装置｣が自動スタートしたが、その後の対処法を誤った。				陸放第770号		超短波放送局とやまFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		メーカー担当者に連絡し、遠隔による調査後、ラック室内のEMG音声経路の解除ボタンを押下し、通常プログラムに戻った。		宇奈月中継局（陸放第822号）。福光中継局（陸放第1398号）		421,070世帯（県下全域）						496

				北陸 ホクリク				福井		敦賀ＦＭ放送						CFM		C親		9										9/3/18		15:27:00		9/3/18		16:40:00		1:13:00		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(その他)		オーディオプロセッサー「OMNIA(オムニア)」の一時的な異常		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		オーディオプロセッサー「OMNIA(オムニア)」を再起動して原状復帰				23,000世帯						497

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		ＦＭかほく						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		18:40:00		9/5/18		2:10:00		7:30:00		停電		停電		強風				陸放第2276号		親				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		台風21号により送信所地区。停電。重大事故報告済。				29,577世帯						498

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/1/18		7:30:07		4/1/18		7:30:11		0:00:04		その他		人為的な要因		生放送番組中のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：07時30分12秒から無音検知器によるフィラー自動送出。07時30分19秒から親局・中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						499

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/6/18		12:50:17		4/6/18		12:50:21		0:00:04		その他		人為的な要因		送出プログラムミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局：12時50分22秒から無音検知器によるフィラー自動送出。12時50分28秒から親局・中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						500

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/7/18		15:14:34		4/7/18		16:02:03		0:47:29		設備故障		自然故障		番組送出設備の音声リミッター故障。ノイズが乗っていたため無音検知は作動せず。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局及び中継局：15時46分57秒からJアラート機器からCD音源を割込み送出。音声リミッターをバイパスし、16時02分04秒から親局及び中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						501

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/16/18		7:25:04		4/16/18		8:29:43		1:04:39		その他		その他		初島本局側において隣接する中波中継局の電波が、現用ルートであるNTTディジタルアクセス(銅線平行線配線)を通して廻り込み、コーデックがその影響を受けビートを発信。ビートノイズが乗っていたため無音検知は作動せず。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		08時29分44秒から手動で予備ルートに切替え復旧。その後初島本局側の現用ルートのコーデックを再起動し、現用ルートに戻した。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						502

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/25/18		18:27:48		4/25/18		18:27:57		0:00:09		その他		人為的な要因		生放送番組内のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：18時27分58秒から無音検知器によるフィラー自動送出。18時28分03秒から親局・中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						503

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		4				○				○		4/25/18		21:16:20		4/25/18		21:16:29		0:00:09		その他		人為的な要因		録音番組の曲間で無音検知				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：21時16分30秒から無音検知器によるフィラー自動送出。21時16分35秒から親局・中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						504

				東海 トウカイ				静岡		静岡放送						DTV		親		5				○				○		5/11/18		16:45:00		5/11/18		16:49:53		0:04:53		設備故障		自然故障						海放第4387号		しずおかほうそうデジタルテレビジョン				番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応(系切替)		当社社員が予備の機器へ手動にて切り替えを行い復旧させた。		別紙、表1に記載		約136万世帯						505

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		5				○				○		5/27/18		18:47:07		5/27/18		18:47:16		0:00:09		その他		人為的な要因		送出サーバー再起動タイミングミス。定期メンテナンス作業の送出サーバー再起動を行う時間帯を誤った。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：18時47分17秒から無音検知器によるフィラー自動送出。手動でスイッチャーをCSに切替え18時47分23秒から親局・中継局通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						506

				東海 トウカイ				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		5				○				○		5/30/18		10:15:00		5/30/18		10:15:20		0:00:20		その他		人為的な要因						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		音源の不具合でAPSシステムに読み込まれず、無音状態となった。フィラーで復旧後、生放送に切り替えし、生放送にて通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局。海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局。海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建　				507

				東海 トウカイ				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		6				○				○		6/10/18		13:12:00		6/10/18		13:24:20		0:12:20		設備故障		自然故障						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		音声ミキサーの故障（電子回路焼付き）で音声が中断、代替えミキサーに交換して放送を復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局。海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局。海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建　				508

				東海 トウカイ				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		7				○				○		7/18/18		20:00:00		7/18/18		20:00:20		0:00:20		その他		人為的な要因						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		音源の不備でAPSシステムに読み込まれず、無音状態となった。フィラーで復旧後、生放送に切り替えし、生放送にて通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局。海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局。海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建　				509

				東海 トウカイ				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		C親		7				○				○		7/29/18		10:27:00		7/29/18		10:54:00		0:27:00		設備故障		自然故障												中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地出向し、ｻﾃﾗｲﾄｽﾀｼﾞｵ用と交換										510

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムキャッチ						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		7:52:24		9/4/18		7:52:43		0:00:19		設備故障		自然故障		台風による商用電源の停電UPSを設置していたが、バッテリーの経年劣化により正常に稼働しなかった				海放第4262号		エフエムキャッチ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		商用電源の現用系から予備系に自動切替。UPSのバッテリー交換。				153,787世帯						511

				東海 トウカイ				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		9				○				○		9/4/18		17:40:00		9/5/18		12:35:00		18:55:00		自然災害		雷 カミナリ												中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気事業者)にて対応										台風の影響により、NTT側で保護回路が働いた		512

				東海 トウカイ		重 ジュウ		岐阜 ギフ		シティエフエムぎふ						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		15:50:00		9/5/18		10:15:00		18:25:00		停電		停電		台風により送信所へいけず予備電源を起動できなかった。（手動切替仕様）										放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)						202774世帯				事故が台風による悪天候と、夜間にかかったため山腹にある送信所へ到達することができなかった。		513

				東海 トウカイ				静岡		ＦＭ島田						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		16:09:00		9/4/18		19:15:00		3:06:00		停電		停電 テイデン		落雷により商用電源断、電源喪失し、停波。				海放第４８７３号		（笹間中継局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		落雷により商用電源断。ＵＰＳ制御装置異常により発電機電源も断し停波に至る。保守事業者が商用電源は復旧後、電源機器を再起動し復旧した。		該当なし						後日、ＵＰＳ機器の交換。ＵＰＳバイパス盤を追加し電源喪失防止措置を実施した。		514

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		9				○				○		9/9/18		17:59:16		9/9/18		17:59:25		0:00:09		その他		人為的な要因		プログラム入力ミス。CM1本が抜けていた。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局のみ17時59分26秒から無音検知器によるフィラー自動送出。17時59分34秒から親局・中継局通常プログラムに復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						515

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ						R		中 チュウ		9				○				○		9/17/18		5:10:00		9/17/18		6:21:00		1:11:00		設備故障		自然故障						海放第224号		とうかいラジオほうそうくまのほうそうきょく				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		送信装置の保護回路が過敏となり、プログラムの断続状態が継続。異常が長時間続いたため、自動的に予備系に切り替わり放送を継続。後日、保護回路の感度調整を実施。		なし		9,507世帯。		単独。				516

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親		9				○				○		9/19/18		14:48:19		9/19/18		14:51:31		0:03:12		その他		人為的な要因		機器点検中の操作ミス。誤って現用系の送信機をOFFにした。				海放第4265号		CBC名古屋DTV 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		人為的な要因のため当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応(その他)		現用系の送信機をONにして放送を再開。		全ての下位放送局		約440万世帯。		共建。				517

				東海 トウカイ				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		9				○				○		9/20/18		4:00:04		9/20/18		4:00:14		0:00:10		その他		人為的な要因		プログラム入力ミス。1時間分のCSプログラムデータが抜けていた。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局のみ04時00分15秒から無音検知器によるフィラー自動送出。05時00分03秒から親局・中継局通常プログラムに復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯（熱海市・湯河原町等）						518

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡		静岡放送						R		プ		9				○				○		9/30/18		23:18:39		10/1/18		5:57:16		6:38:37		自然災害		その他の自然災害		降雨				海放第137号		しずおかほうそうはままつほうそうきょく。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		当社社員が現地に出向し、目視にて空中線に異常のないことを確認後に、手動にて放送機を起動して復旧。				約54万世帯						519

				東海 トウカイ				静岡		エフエムしみず						CFM		C親		9								0		9/30/18		22:30:00		10/1/18		14:10:00		15:40:00		停電		停電		台風によう受電障害										放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		特になし		事業者が自ら対応(自然復旧)		なし										520

				東海 トウカイ				静岡		エフエム伊東						CFM		C親		10				○				○		10/1/18		0:51:12		10/1/18		0:51:22		0:00:10		回線障害		電気通信事業者の回線障害		強風 キョウフウ										中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		DA128		事業者が自ら対応(系切替)				なし								521

				近畿 キンキ		重 ジュウ		滋賀		エフエム滋賀						FM		親		4				○				○		4/2/18		5:00:00		4/2/18		5:32:54		0:32:54		設備故障		自然故障						近放第100048号		エフエムしが　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		送信所監視装置		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		社員からの通報で勤務者がはじめて認識。その後手動操作で起動・復旧。				480,565世帯		共建				522

				近畿 キンキ				大阪		朝日放送ラジオ						R		中 チュウ		4				○				○		4/17/18		22:00:48		4/17/18		23:18:18		1:17:30		設備故障		自然故障						近放第100119号		ABC京都R。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所にて⼿動で外部発振器から内部発振器駆動へ切替えることにより、送信機出⼒を復旧させた。		無し		約189万世帯		単独				523

				近畿 キンキ				大阪		FM802						FM		親		4				○				○		4/20/18		16:07:37		4/20/18		16:07:41		0:00:04		設備故障		自然故障		マスター設備の音声信号をコントロールする、現用系装置のRAIDカードに障害が発生し、予備系に切替わるまでの間、現用系装置からのノイズがオンエアされた				近放第５０３５号		ｴﾌｴﾑはちまるに。親局。				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で切替わった		近放第５０３６号		約４４９万世帯。		単独。				524

				近畿 キンキ				大阪		FM802						FM		親		4										4/20/18		16:07:37		4/20/18		16:07:41		0:00:04		設備故障		自然故障		マスター設備の音声信号をコントロールする、現用系装置のRAIDカードに障害が発生し、予備系に切替わるまでの間、現用系装置からのノイズがオンエアされた				近放第５７９６号		エフエムココロ。親局。				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で切替わった		なし		約６３１万世帯。		単独。				525

				近畿 キンキ				大阪		関西テレビ放送						DTV		親		4				○				○		4/25/18		19:08:28		4/25/18		19:09:32		0:01:04		その他		人為的な要因						近放第100684号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		中継現場において機器誤操作により音声ﾐｷｻｰ卓の設定が変更された。		事業者が自ら対応(その他)		音声が46秒間無音のあと、実況音声が18秒間欠落。中継現場において機器誤操作により音声ﾐｷｻｰ卓の設定が変更された。		別紙		約860万世帯。		単独。				526

				近畿 キンキ				滋賀		FMおおつ						CFM		C親		5				○				○		5/12/18		6:00:00		5/12/18		6:45:00		0:45:00		その他		人為的な要因						近放第102777号		FMおおつ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		システムの設定ミス		事業者が自ら対応(その他)		プログラムの設定ミスで無音発生。重ねて無音検地も働かず、担当者が気づくまで無音で放送。				103,511世帯		単独。				527

				近畿 キンキ				滋賀		FMおおつ						CFM		C親		5				○				○		5/14/18		8:00:00		5/14/18		8:17:00		0:17:00		その他		人為的な要因						近放第102777号		FMおおつ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		担当者の未習熟による操作ミス		事業者が自ら対応(その他)		スタジオマスターの上げ忘れ。無音検地が作動するもリセット、その後気付いて復旧。				103,511世帯		単独。				528

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		BAN-BANネットワークス						CFM		C親		6				○				○		6/25/18		23:00:05		6/25/18		23:45:00		0:44:55		設備故障		ソフトウェア不具合						近放第101471号		バンバンテレビエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		再放送用録音機		事業者が自ら対応(その他)		再放送番組ファイル録音用機器のメモリー不足により、番組ファイルが正常に作成されず、番組が中断。法定同録用のファイルから再放送ファイルを作成し、放送を復帰した。		なし		約144,000世帯。		単独。				529

				近畿 キンキ				京都		エフエムあやべ						CFM		C親		7				○				○		7/7/18		8:44:06		7/7/18		10:41:14		1:57:08		停電		停電						近放第100162		エフエムあやべ（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		豪雨により送信所の停電発生、UPS内の電圧が下がり断続的に音声が途切れる。現地の発電機を稼働して放送復旧のち、関西電力の停電が復旧。				8,496世帯。		単建。		送信所への道路が崩落。		530

				近畿 キンキ		重 ジュウ		大阪		毎日放送						DTV		親		7				○				○		7/29/18		3:33:18		7/29/18		6:10:16		2:36:58		自然災害		雷 カミナリ		台風12号による暴風雨の中、絶縁パネルでスパークが発生し、炭化したスパーク痕により短絡状態となった。				近放第27号		大阪局。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		整合舎壁面の絶縁パネル		事業者が自ら対応(その他)		絶縁パネル表面のスパークによる炭化部を手作業で絶縁しなおし、電気短絡状態を解除し復旧。		無し		10,559,601世帯。		単独。		停波時間のうち、04:06～06:10:16は予備送信所から放送。		531

				近畿 キンキ				京都		エフエムあやべ						CFM		C親		8				○				○		8/24/18		3:09:21		8/24/18		4:03:37		0:54:16		停電		停電						近放第100162		エフエムあやべ（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風により送信所の停電発生、UPSで運用後停波。現地で発電機を稼働して放送復旧のち、関西電力の停電が復旧。				8,496世帯。		単建。		送信所への道路が崩落しており、車で向かうことができない状態のため、現地出向が遅延。（バイクで移動）		532

				近畿 キンキ				和歌山		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		13:55:30		9/4/18		14:06:20		0:10:50		停電		停電						近放第101883号		エフエムたなべ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機の使用による電源供給				影響世帯数約3万軒。		単独				533

				近畿 キンキ				兵庫		伊丹まち未来						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		14:07:00		9/4/18		14:08:27		0:01:27		停電		停電		台風２１号によるもの				近放送第１０００４４号		エフエムいたみ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応						約１０４，８００世帯。		単独。				534

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫		エフエム宝塚						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		14:09:42		9/4/18		19:44:27		5:34:45		停電		停電						近放第100629号		ハミングFM。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		演奏所のモニターにて故障検知。現地出向し、仮設電源線系の設定、非常用発電機を起動。		なし		11万9千世帯。		単独				535

				近畿 キンキ				大阪		ラヂオきしわだ						CFM		C親		9				○						9/4/18		15:31:00		9/4/18		16:29:00		0:58:00		停電		停電						近放第101267号		ｴﾌｴﾑきしわだ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		15：25 送信所、演奏所で停電が発生。15：31 放送波が止まったことで、送信所の非常用発電機が立ち上がっていないことが判明。担当２名が送信所に急行。
16：19 担当2名が送信所に到着。備え付けの携帯発電機の運転を開始。16：29 送信機を立ち上げ、放送波の発射を開始。		なし		81962世帯。		単独				536

				近畿 キンキ				奈良		奈良ｼﾃｨｴﾌｴﾑｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ						CFM		C親		9				○				○		9/4/18		19:29:00		9/4/18		21:05:00		1:36:00		停電		停電						近放第100627号		ならシティエフエム。親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気通信事業者)にて対応						123188世帯。		単独				537

				近畿 キンキ				和歌山		南紀白浜コミュニティ放送						CFM		C親		9				○				○		9/5/18		7:58:00		9/5/18		9:08:40		1:10:40		停電		停電						近放第100209号		FMﾋﾞｰﾁｽﾃｰｼｮﾝ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機燃料切れにより給油にて復電措置				約51,700世帯。		単独。				538

				近畿 キンキ		重 ジュウ		和歌山		テレビ和歌山						DTV		親		9				○				○		9/6/18		18:56:23		9/6/18		20:17:25		1:21:02		設備故障		自然故障						近放第101090号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風の影響により商用電源が長時間停電し、自家発電機運用中に発電機が停止、UPSからの電力供給も停止したため、親局及びTTL送信機が停止。
現地出向し、発電機に潤滑油を追加し、発電機を再起動し復旧する。		全中継局　101428号　101445号　101554号　101559号　101564号　101584号　101586号　101587号　101790号　101790号　101795号　101805号　101849号　101906号　101911号　10936号　101984号　101986号　102022号　102058号　102153号　102171号　102214号　102242号　102290号　102302号　102308号　102331号　102369号　102382号　102493号　102		約509,884世帯。		共建。				539

				近畿 キンキ				滋賀		えふえむ草津						CFM		C親		9				○				○		9/11/18		12:29:15		9/11/18		12:34:20		0:05:05		設備故障		自然故障						近放第101729号		エフエムくさつ。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		バックアップ回線子。IPコーデックの故障		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		12時32分15秒設定値変動状態を知り再設定する。12時34分20秒現用回線に切り戻し放送再開する。				78,456世帯。		共建。				540

				近畿 キンキ				大阪		讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/15/18		0:00:00		9/18/18		12:06:30		84:06:30		設備故障		自然故障		基本部装置の故障によりＭＥＲが変動を繰り返したため、受信機性能により視聴ができない事象が発生した。				近放第101972号		海南木津局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		保守業者が出向し予備品に交換して復旧。		無し		145世帯。		共建。				541

				近畿 キンキ				大阪		テレビ大阪						DTV		親		9				○				○		9/20/18		20:00:19		9/20/18		20:00:22		0:00:03		設備故障		自然故障		番組送出設備の現用／予備を切り替えるスイッチが故障したことにより、放送ＴＳの品質が劣化し、映像、音声に不体裁が発生した。				近放第100685号		TVO大阪DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		フレームスイッチ基板		事業者が自ら対応(自然復旧)		3秒間の映像・音声不体裁発生後、自然復旧した。9/20放送終了後にスイッチの系切替を行い、後日スイッチ基板を代替品と交換。		近放第101283号。近放第101482号。近放第101535号。近放第101810号。近放第101828号。近放第101833～5号。近放第102079号。近放第102307号
近放第102324号。近放第102474号。近放第102680号。		約440万世帯。（下位局を含む）		親局は単独局。				542

		累 ルイ		中国 チュウゴク				鳥取		日本海テレビジョン						DTV		中 チュウ		4				○		□		0		4/20/18		18:29:05		4/20/18		18:31:38		0:00:33		自然災害		その他の自然災害		･STL→TTL回線のﾌｪｰｼﾞﾝｸﾞで黒味･倉吉DTV→松江DTV間の放送波受信にﾌｪｰｼﾞﾝｸﾞで黒味･TTL受信に切戻しの際に障害で黒味										中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		・TTL受信から放送波受信に自動切替･放送波→TTL受信へ手動切替		鉢伏、倉吉、倉吉八幡、三朝、松江、香取、佐摩、溝口、日野、中日野、米子日南、広瀬、山代、宍道湖、大社、大東、日登、木次、掛合、
仁多、横田、頓原、来島、赤名、大田、大田大浦、仁摩、邑智、石見大和、川本、川本三原、		263,423世帯						543

				中国 チュウゴク				広島		エフエムハムスター						CFM		C親		4				○				○		4/30/18		12:30:00		4/30/18		13:30:00		1:00:00		その他		人為的な要因		番組送出プログラムの設定ミスによるもの										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		発見時刻が復旧時刻直前だったため対応出来ず。13:30:00から通常プログラムになったため復旧。		なし								544

				中国 チュウゴク				岡山		岡山シティエフエム						CFM		C親		5				○				○		5/22/18		23:45:00		5/23/18		0:18:00		0:33:00		停電		停電						中放第10035号						番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		市内約2000世帯が停電。UPSが作動したものの、発電機接続が間に合わず、復電とともに放送復帰		中放第10035号		約３７万世帯。						545

				中国 チュウゴク				岡山		エフエムくらしき						CFM		C親		7				○				○		7/6/18		22:42:00		7/6/18		22:43:34		0:01:34		自然災害		その他の自然災害		大雨特別警報が発令される程の大雨				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき（親局）				中継回線設備		中継回線設備(その他)		倉敷市からの緊急放送後FMに戻ってきた回線で無音を検知		事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器が無音を感知　フィラーにて対応　その後　自然に通常放送に戻る		中放　第10011号　　　　　㈱エフエムくらしき（児島局）　　　　　　　　　中放　第12121号　　　　　　　㈱エフエムくらしき（総社局）								546

				中国 チュウゴク				岡山		山陽放送						DTV		親		7				○				○		7/7/18		4:17:50		7/7/18		4:18:21		0:00:31		回線障害		電気通信事業者の回線障害						中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		TV中継用の全回線が大雨災害のために断になり、画面が黒、音声が無音となった。映像を情報カメラに切り替え、発局に衛星での伝送を要請した。衛星回線の確立確認後、切り替えを行い放送を再開した。		※別紙に記載		1,043,030世帯。				全中継局		547

				中国 チュウゴク				広島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		（豪雨水害）				中放第11825号		高宮栃林　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		河川増水による水没		事業者が自ら対応(その他)		冠水解消後に出向し、予備ユニットと交換して復旧				36　世帯		（共建）				548

				中国 チュウゴク				広島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		（豪雨水害）				中放第11826号 チュウホウダイゴウ		高宮栃林　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		河川増水による水没		事業者が自ら対応(その他)		冠水解消後に出向し、予備ユニットと交換して復旧				36　世帯		（共建）				549

				中国 チュウゴク				広島		中国放送						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		豪雨(放送機器が冠水したことにより電源喪失)				中放第11829号		高宮栃林DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		冠水が引いた後自然復旧		なし		36世帯		共建				550

				中国 チュウゴク				広島		広島テレビ放送						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		豪雨(放送機器が冠水したことにより電源喪失)				中放第11824号		高宮栃林局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		冠水が引いた後、自然復旧		該当なし		36世帯		共建				551

				中国 チュウゴク				広島		広島ホームテレビ						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		豪雨(放送機器が冠水したことにより電源喪失)				中放第11817号		高宮栃林局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		冠水が引いた後自然復旧		なし		36世帯		共建				552

				中国 チュウゴク				広島		テレビ新広島						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		9:20:00		7/8/18		16:24:00		31:04:00		自然災害		その他の自然災害		豪雨(放送機器が冠水したことにより電源喪失)						高宮栃林局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		冠水が引いた後、自然復旧		該当なし		36世帯		共建				553

				中国 チュウゴク				広島		エフエムふくやま						CFM		C親		7				○				○		7/9/18		5:09:00		7/9/18		5:18:00		0:09:00		自然災害		その他の自然災害		豪雨				中放第10005号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		送信所電源供給不可		事業者が自ら対応(その他)		豪雨災害による停電の長期化、自家発電機の燃料供給ルートの遮断。予備送信所の設置										554

				中国 チュウゴク				岡山		エフエムくらしき						CFM		C親		7				○				○		7/29/18		6:44:33		7/29/18		6:47:18		0:02:45		その他		人為的な要因		総社市が割り込みで緊急放送後に割り込み解除の信号を押し忘れ無音に				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)		総社市からの緊急放送後割り込み放送解除の信号音の出し忘れ		他事業者(他の放送事業者)にて対応		割り込み放送解除の信号を送出するように連絡 その後通常放送に戻る		中放　第10011号　　　　　㈱エフエムくらしき（児島局）　　　　　　　　　中放　第12121号　　　　　　　㈱エフエムくらしき（総社局）								555

				中国 チュウゴク				山口		山口放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/11/18		0:32:41		9/11/18		1:03:39		0:30:58		設備故障		自然故障						中固第6712号		やまぐちほうそうゆうてれび				中継回線設備		中継回線設備(その他)		64QAM変調器		事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて放送の異常を検知し、遠隔制御にて予備側に切替		ﾌﾟﾗﾝ中放第10545号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10584号。放第11820号。中放第11030号。中放第11706号。中放第11673号。中放第11749号。中放第11004号。中放第11775号。中放第11428号。中放第11577号。中放第11356号。中放第12034号。中放第10585号。中放第11373号。中放第11137号。		約97,100世帯。		共建 。		変調器の異常が検知されず、自動的に予備側へ切り替わらなかった。		556

				中国 チュウゴク				岡山		岡山放送						DTV		親		9				○				○		9/17/18		18:12:30		9/17/18		18:17:22		0:04:52		その他		人為的な要因						中放第10503号		OHK岡山DTV。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他)		民放テレビ回線申請を誤ったため。		事業者が自ら対応(その他)		緊急措置としてEMGカード（しばらくお待ちください）を送出（※）し、その後正常な回線を再度申請した。※送出時間18:12:40～18:17:22		別紙のとおり		1,082,430世帯。		単独。		※但し世帯数は岡山県・香川県の合算。		557

				中国 チュウゴク				広島		広島テレビ放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/23/18		11:40:00		9/23/18		11:40:40		0:00:40		回線障害		電気通信事業者の回線障害		ソフトウェア不具合				中放第10506号		HTV広島DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTTコミュニケーションズ(株)VTE装置(映像端末装置)		他事業者(電気通信事業者)にて対応		11時40分00秒～11時40分40秒（40秒）映像「黒味」。11時40分40秒～11時56分07秒（15分27秒）平和公園情報カメラ生映像。11時56分07秒～11時58分37秒（02分30秒）ＣＭ
11時58分37秒～12時00分25秒（01分48秒）平和公園情報カメラ生映像		別紙		36世帯		（共建）				558

		累 ルイ		中国 チュウゴク				鳥取		日本海テレビジョン放送						DTV		親		9				○				○		9/23/18		11:44:11		9/23/18		11:56:36		0:03:55		設備故障		ソフトウェア不具合		YTV-11発→NKT-1の回線接続が行われなかった。TRC(NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ)のｿﾌﾄｳｪｱ不具合										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		・NTV受けの回線が切替わらず。11:40:00～11:44:11｢NTVｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ」｢NTVﾈｯﾄﾏｰｸ」をOA。・｢お待ち｣送出(左記時間)・11:46:15～11:49:46　NTV発の別番組｢ｽｸｰﾙ革命｣をOA・11:49:46～11:52:15。発局ＹＴＶがSNGで配信された本編に乗った・11:52:15～11:54:45ＣＭを手動送出・｢お待ち｣送出(左記時間）・ＹＴＶのSNG送信ﾓｰﾄﾞ変更後の本編に乗り放送は復旧		全局		467,815世帯						559

				中国 チュウゴク				広島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/26/18		8:50:15		9/26/18		11:53:59		3:03:44		設備故障		自然故障		（機器故障）				中放第11707号		河内小田　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		等化判定装置の故障		事業者が自ら対応(その他)		等化判定装置を直通にして回復				203　世帯		（共建）				560

				四国 シコク				高知		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		6								0		6/29/18		14:48:08		6/29/18		17:49:28		3:01:20		自然災害		雷 カミナリ						四放第4205号		VICS土佐町。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		雷害による受信用方向性結合器の焼損。現地出向し予備品と交換。				5,105世帯。		単独				561

				四国 シコク				高知		日本放送協会						FM		中 チュウ		6				○				○		6/29/18		14:48:08		6/29/18		17:49:28		3:01:20		自然災害		雷 カミナリ						四放第305号		ＮＨＫ土佐町ＦＭ。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		雷害による受信用方向性結合器の焼損。現地出向し予備品と交換。		四放第421号。四放第422号		5,105世帯。		単独				562

				四国 シコク				愛媛		南海放送						FM		中 チュウ		7								0		7/6/18		23:26:00		7/7/18		1:15:00		1:49:00		停電		停電						四放第5092号		RNB八幡浜FM　その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		停電による停波と判断し、現地出向。すでに商用は復電しており、異常の出ていたUPSを強制ﾊﾞｲﾊﾟｽ運転し復旧。				13,360世帯（申請世帯）。		共建。				563

				四国 シコク				愛媛		南海放送						DTV		プ		7				○				○		7/6/18		23:26:00		7/7/18		1:15:00		1:49:00		停電		停電						四放第4383号		RNB八幡浜DTV　ﾌﾟﾗﾝ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		UPS		事業者が自ら対応(その他)		停電による停波と判断し、現地出向。すでに商用は復電しており、異常の出ていたUPSを強制ﾊﾞｲﾊﾟｽ運転し復旧。		四放第4547号。		5,833世帯（申請世帯）。		共建。		ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ加入世帯が多く実質的影響は、申請世帯より大幅に軽減される。		564

				四国 シコク				愛媛		テレビ愛媛						DTV		プ		7										7/6/18		23:26:00		7/7/18		1:15:00		1:49:00		停電		停電		停電の発生・復旧を繰り返しＵＰＳ出力断となり、完全停電となった。				四放第4375号		EBC三机DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		30kVA無停電電源装置		事業者が自ら対応(その他)		現地にて、ＵＰＳをバイパス。運転に切り替えて復旧。		四放第4460号。プラン四放第4461号。四放第4546号。四放第4664号。四放第4665号。		影響世帯数5,800世帯						565

		累 ルイ		四国 シコク				愛媛		あいテレビ						DTV		親		7				○				○		7/7/18		4:17:51		7/7/18		6:09:06		0:14:04		自然災害		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ。大雨による降雨減衰				四放第4231号		ITV松山DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		テレビジョン中継回線サービス。地球局設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		プラン四放第4277号。プラン四放第4300号。プラン四放第4337号。みなしプラン四放第4352号。四放第4353号。プラン四放第4412号。プラン四放第4451号。四放第4462号。四放第4463号。四放第4464号。プラン四放第4540号。みなしプラン四放第4627号。プラン四放第4628号。四放第4652号。四放第4698号。四放第4772号。四放第4773号。四放第4946号。四放第4947号。四放第4982号。四放第4983号。四放第4984号。プラン四放第5043号。				約53万世帯。		共建。		テレビジョン中継回線サービス（DTV回線）が復旧するまで、映像を情報カメラに切替えたのち、DTV回線の予備となるSNG回線でネット番組を配信した。テレビジョン中継回線サービス（DTV回線）が回線断となっていたため、DTV回線の予備となるSNG回線でTBSネット番組を配信中であった。		566

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/7/18		8:32:26		7/7/18		8:40:07		0:07:41		自然災害		その他の自然災害						四放第4319号		ＮＨＫ窪川ＤＧ。その他局 クボカワタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨減衰によりＴＴＬ受信レベルが低下し、断続的に断（14回、計5分51秒）。自然回復。		四放第4608号。プラン四放第4330号。四放第4559号。四放第5047号。四放第4557号。四放第4978号。四放第4488号。四放第4971号。四放第4742号。四放第4349号。四放第4360号。四放第4727号。四放第4731号。四放第4729号。四放第4819号。四放第4821号		46,432世帯。		単独				567

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7								0		7/7/18		8:32:26		7/7/18		8:40:07		0:07:41		自然災害		その他の自然災害						四放第4320号		ＮＨＫ窪川ＤＥ。その他局 クボカワタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨減衰によりＴＴＬ受信レベルが低下し、断続的に断（18回、計5分28秒）。自然回復		四放第4609号。プラン四放第4329号。四放第4560号。四放第5048号。四放第4558号。四放第4979号。四放第4489号。四放第4972号。四放第4743号。四放第4348号。四放第4361号。四放第4728号。四放第4732号。四放第4730号。四放第4820号。四放第4822号		46,432世帯。		単独				568

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエムラジオ放送						CFM		C親		7				○				○		7/7/18		8:36:05		7/7/18		9:14:30		0:38:25		自然災害		その他の自然災害						四放第4153号 ヨンホウダイゴウ		こうちシティーエフエムラジオほうそう。親局 オヤキョク				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		送信所からの直接放送に切り替え				104170世帯		単独		平成３０年７月７日
１７時１４分４０秒　ＮＴＴ回線　応急回線工事により復旧、通常編成に復帰。		569

				四国 シコク				岡山		山陽放送						DTV		親		7								0		7/7/18		4:17:50		7/7/18		4:18:21		0:00:31		回線障害		電気通信事業者の回線障害						中放第10502号		RSK岡山DTV。 親局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		TV中継用の全回線が大雨災害のために断になり、画面が黒、音声が無音となった。映像を情報カメラに切り替え、発局に衛星での伝送を要請した。衛星回線の確立確認後、切り替えを行い放送を再開した。		※別紙に記載		1,043,030世帯。				全中継局		570

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会						R		中 チュウ		9				○				○		9/10/18		0:00:40		9/10/18		0:01:10		0:00:30		回線障害		電気通信事業者の回線障害						四放第4220号		山城Ｒ１。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		ＮＴＴ専用線の異常により断。系切替により復旧。		無		1,046世帯。		単独				571

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/28/18		5:29:16		9/28/18		8:32:26		3:03:10		設備故障		自然故障						四放第4656号		ＮＨＫ井川井内谷ＤＧ。その他局				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		受信所の分離端子板受信部ユニットが故障し、ユニットを交換して復旧。		無		281世帯。		共建				572

				四国 シコク				高知		高知放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し2カ所断線				四放第4826号		RKC沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。				573

				四国 シコク				高知		テレビ高知						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し2カ所断線				四放第4827号		KUTV沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。				574

				四国 シコク				高知		高知さんさんテレビ						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し3カ所断線				四放第4828号		KSS沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。				575

				九州 キュウシュウ				福岡		日本放送協会						DTV		中 チュウ		4				○				○		4/2/18		5:30:00		4/2/18		7:04:31		1:34:31		設備故障		自然故障						九放第10261号		NHK万膳DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		下位局なし		81世帯。		共建。				576

				九州 キュウシュウ				福岡		朝倉市						FM		親		4								0		4/16/18		8:30:00		6/8/18		15:00:00		1278:30:00		設備故障		自然故障						九放第11477号		あさくらさいがいｴﾌｴﾑ。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		代替機の調達		無						臨時災害放送局		577

				九州 キュウシュウ				福岡		日本放送協会						DTV		中 チュウ		5				○				○		5/7/18		16:32:34		5/8/18		6:28:11		13:55:37		設備故障		自然故障						九放第11166号		NHK有川北DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復				1205世帯。		共建。				578

		累 ルイ		九州 キュウシュウ				熊本		日本放送協会						DTV		親		5				○				○		5/25/18		22:00:00		5/25/18		22:11:40		0:08:07		設備故障		ソフトウェア不具合						九放第8857号		NHK熊本DG　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		制御ソフトウェアの不具合。バックアップ操作ミス		事業者が自ら対応(その他)		手動バックアップ操作により復旧				1,122,333世帯。		単独。				579

				九州 キュウシュウ				熊本		熊本県民テレビ						DTV		中 チュウ		5				○				○		5/30/18		9:30:00		5/30/18		10:29:00		0:59:00		設備故障		自然故障						九放第9418号		菊水局。その他				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		緊急出向し待機側装置に切り替えて復旧		子局なし		929世帯						580

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島テレビ放送						DTV		中 チュウ		6				○				○		6/13/18		14:42:00		6/13/18		15:56:00		1:14:00		設備故障		自然故障		基本装置の故障				九放第11263号		ＫＴＳ上伊集院ＤＴＶ(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		基本装置予備品に交換		下位局なし		530世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建		581

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		福岡		ＲＫＢ毎日放送						DTV		親		6				○				○		6/18/18		9:34:34		6/18/18		17:26:00		7:51:26		設備故障		自然故障		アンテナ側給電線コネクタ内部の破損				九放第49号		RKB福岡R。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて異常検出。一次対応として予備アンテナからの送信に切替後、破損コネクタを修復し復旧させた。				2,952,455世帯。		単独。				582

				九州 キュウシュウ				熊本		エフエム小国						CFM		C親		6				○				○		6/26/18		14:33:00		6/26/18		16:15:00		1:42:00		自然災害		雷						九放第8554号		ｴﾌｴﾑ小国。親局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		STL/TSL電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)												583

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本		熊本朝日放送						DTV		親		7				○				○		7/1/18		14:49:00		7/1/18		15:15:00		0:26:00		その他		人為的な要因		送出予定の番組の自動収録時のデータ作成時に不手際があり、番組送出データと齟齬が発生し正常に送出されなかった。				九放第8878号		熊本局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		手動での番組送出を行い、仮復旧した。その後、一部フィラーなど送出。
16：30当該番組の終了に伴いデータの齟齬は解消し復旧した。				1123302世帯。		番組送出設備（単独）。		当該番組は放送当日の午前中にネットの番組を自動収録し時差送出で放送していたもの。本復旧対策としてソフトウェア改修済		584

				九州 キュウシュウ				長崎		FMさせぼ						CFM		C親		7				○				○		7/6/18		8:10:00		7/6/18		9:10:00		1:00:00		停電		停電		豪雨のため漏電をおこしブレーカーが落ちたため				九放第9054号		ｴﾌｴﾑさせぼ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応												585

				九州 キュウシュウ				鹿児島		あいらFM						CFM		C親		7				○				○		7/8/18		10:31:43		7/8/18		10:43:27		0:11:44		停電		停電		台風の影響により演奏所の入居する建物が停電し、発電機対応の遅れから一時停波				九放第11462号		株式会社あいらFM				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を起動・接続し復旧		なし		約33,000世帯		単独		入居する建物施設の事情が発電機の経路確保遅れの一因となっため、事後的に協議しマニュアルを見直し対応		586

				九州 キュウシュウ				大分		大分朝日放送						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/15/18		12:06:40		7/15/18		13:50:32		1:43:52		設備故障		自然故障						九放第11194号		OAB津久見千怒DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信基本部の故障		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地に出向し送信基本部交換		なし						放送対象地域内世帯数 324世帯。放送区域内世帯数 324世帯		587

				九州 キュウシュウ				長崎		長崎放送						R		親		7				○				○		7/17/18		20:15:43		7/17/18		20:19:48		0:04:05		設備故障		自然故障		発局にINS回線で接続していたが、突然音声断となった				九放第４７号		NBC長崎R。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		CODEC装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		CODECの電源リセット（再起動）を行い、発局に再接続して復旧。		NBC所有の全局						エリア内全局で同一状況
(長崎県内世帯数：540,224)
(佐賀県内世帯数：291,793)		588

				九州 キュウシュウ				長崎		長崎放送						ワイド		親		7								0		7/17/18		20:15:43		7/17/18		20:19:48		0:04:05		設備故障		自然故障		発局にINS回線で接続していたが、突然音声断となった				九放第１１４０２号		NBC長崎FM。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		CODEC装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		CODECの電源リセット（再起動）を行い、発局に再接続して復旧。		NBC所有の全局						エリア内全局で同一状況(長崎県内世帯数：373,185)(佐賀県内世帯数：258,739)		589

				九州 キュウシュウ				鹿児島		薩摩川内市観光物産協会						CFM		C親		7				○				○		7/21/18		17:39:12		7/21/18		17:56:31		0:17:19		その他		人為的な要因						九放第11339号		FMさつませんだい親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		意識喪失した番組担当者の意識が回復し番組を再開した				2万5600世帯		単独		5分間無音の場合送信断となる設備のため無変調後停波した。番組担当者が復帰後再度電波を発射した		590

				九州 キュウシュウ				福岡		ＲＫＢ毎日放送						DTV		親		7				○		×		0		7/22/18		15:42:54		7/22/18		15:43:00		0:00:06		停電		停電		落雷により電気事業者が停電。発電機起動までの時間が停波				九放第49号		RKB福岡R。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		落雷により停電し、自動起動した発電機により電源が供給されて復旧した。				2,952,455世帯。		単独。				591

				九州 キュウシュウ				福岡		朝倉市						FM		親		8								0		8/13/18		16:00:00		10/4/18		13:30:00		1245:30:00		設備故障		自然故障						九放第11477号		あさくらさいがいｴﾌｴﾑ。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		送信機の修理		無						臨時災害放送局		592

				九州 キュウシュウ				熊本		熊本放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/21/18		13:06:07		8/21/18		15:53:16		2:47:09		設備故障		自然故障		送受信ﾕﾆｯﾄ故障				九放第11108号		津奈木赤崎局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向し予備機と交換し回復				影響世帯数215				NHK、民放全社共建		593

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島		ディ						CFM		C親		8				○				○		8/22/18		1:11:15		8/22/18		5:00:23		3:49:08		停電		停電						九放 第8978号		あまみエフエム　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		現地へ出向し、携帯用発電機を設置し電力供給。		かさり中継局　九放第10630号、すみよう中継局　九放第10631号、やまときた中継局　九放第11329号、やまとみなみ中継局　九放第11330号		24,513世帯。				台風19号による
暴風圏内にあった
ため、現地出向が
遅延。		594

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/22/18		4:37:11		8/22/18		7:49:54		3:12:43		停電		停電		台風19号による停電				九放第10222号		KYT名瀬小宿　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機のバックアップにより回復		下位局なし		1408世帯。		共建。				595

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島放送　						DTV		中 チュウ		8								0		8/22/18		4:37:11		8/22/18		7:49:54		3:12:43		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第１０２３０号		ＫＫＢ名瀬小宿ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機により、救済。その後、商用電源回復。		なし								596

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島テレビ放送						DTV		中 チュウ		8								0		8/22/18		4:37:11		8/22/18		7:49:54		3:12:43		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第10238号		ＫＴＳ名瀬小宿ＤＴＶ(その他局)　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		下位局なし		1408世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建		597

				九州 キュウシュウ				鹿児島		南日本放送						DTV		中 チュウ		8								0		8/22/18		4:37:11		8/22/18		7:49:54		3:12:43		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第10266号		ＭＢＣ名瀬小宿ＤＴＶ（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		下位局なし		1408世帯。		共建。				598

				九州 キュウシュウ				福岡		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/22/18		5:30:00		8/22/18		7:49:54		2:19:54		停電		停電		台風19号による停電				九放第10256号		NHK名瀬小宿DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機のバックアップにより回復		下位局なし		1459世帯。		共建。				599

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8										8/22/18		7:01:43		8/22/18		8:36:19		1:34:36		停電		停電		台風19号による停電				九放第11310号		KYT名瀬大熊　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機のバックアップにより回復		下位局なし		664世帯。		共建。				600

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島放送　						DTV		中 チュウ		8										8/22/18		7:01:43		8/22/18		8:36:19		1:34:36		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第１１３１４号		ＫＫＢ名瀬大熊ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機により、救済。その後、商用電源回復。		なし		664世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建		601

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島テレビ放送						DTV		中 チュウ		8										8/22/18		7:01:43		8/22/18		8:36:19		1:34:36		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第11312号		ＫＴＳ名瀬大熊ＤＴＶ(その他局)　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		下位局なし		664世帯。		共建。				602

				九州 キュウシュウ				鹿児島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/22/18		7:01:43		8/22/18		8:36:19		1:34:36		停電		停電		台風19号による停電				九放第11319号		NHK名瀬大熊DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機のバックアップにより回復		下位局なし		726世帯。		共建。				603

				九州 キュウシュウ				鹿児島		南日本放送						DTV		中 チュウ		8										8/22/18		7:01:43		8/22/18		8:36:19		1:34:36		停電		停電		台風１９号による停電、バッテリーが放電終止				九放第11309号		ＭＢＣ名瀬大熊ＤＴＶ（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		下位局なし		664世帯。		共建。				604

				九州 キュウシュウ				鹿児島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/22/18		17:25:53		8/22/18		18:13:01		0:47:08		停電		停電		台風19号による停電				九放第10854号		NHK大勝DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機のバックアップにより回復		下位局なし		325世帯。		単独。				605

				九州 キュウシュウ				鹿児島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/22/18		22:11:21		8/23/18		1:26:30		3:15:09		停電		停電		台風19号による停電				九放第9125号		NHK中之島DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		土砂崩れなどにより出向不能状況		中之島東DE（九放第11322号）		118世帯。		単独。				606

				九州 キュウシュウ				熊本		熊本放送						R		中 チュウ		8				○				○		8/27/18		4:55:00		8/27/18		7:41:00		2:46:00		設備故障		自然故障		TTL電源部故障				九放第956号		ＲＫＫ荒尾Ｒ				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)		九放第100087号ＲＫＫ金峰山FX		事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、ＦＰＵ音声回線を構築し復旧。				456,297世帯				停波はなく無変調状態		607

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本		熊本放送						ワイド		親		8				○				○		8/27/18		4:55:00		8/27/18		5:10:55		0:15:55		その他		人為的な要因		4時の送信機起動コマンドを削除し、再登録していなかったため				九放第11411号		ＲＫＫ熊本ＦＭ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		遠隔操作盤にて送信機を手動にて起動し復旧		九放第11447号RKK水俣FM。九放第11446号RKK人吉FM		685636世帯						608

				九州 キュウシュウ				福岡		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:23:00		0:58:00		自然災害		雷						九放第10025号		NHK藤松DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機のバックアップにより回復、その後復電				24,322世帯。		共建。				609

				九州 キュウシュウ				福岡		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8								0		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:23:00		0:58:00		自然災害		雷						九放第10027号		NHK藤松DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機のバックアップにより回復、その後復電				24,322世帯。		共建。				610

				九州 キュウシュウ				福岡		ＲＫＢ毎日放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:35:40		1:10:40		自然災害		雷		落雷により停電、同時にBF装置が故障した				九放第9990号		RKB藤松DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、仮設発電機により電力を供給して復旧した。				24,025世帯。		共建。				611

				九州 キュウシュウ				福岡		九州朝日放送						DTV		中 チュウ		8								0		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:35:40		1:10:40		自然災害		雷		雷害による停電及びＢＦ装置故障				九放第9999号		藤松局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、発電機により電力を供給し復旧。				24,025世帯。		共建。				612

				九州 キュウシュウ				福岡		テレビ西日本						DTV		中 チュウ		8								0		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:35:40		1:10:40		自然災害		雷		雷害による停電及びＢＦ装置故障				九放第10004号		TNC藤松DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、発電機により電力を供給し復旧。				24,025世帯。		共建。				613

				九州 キュウシュウ				福岡		福岡放送						DTV		中 チュウ		8								0		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:35:40		1:10:40		自然災害		雷		雷害による停電及びＢＦ装置故障				九放第10005号		藤松局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、発電機により電力を供給し復旧。		無		24,025世帯。		共建。				614

				九州 キュウシュウ				福岡		ＴＶＱ九州放送						DTV		中 チュウ		8								0		8/27/18		20:25:00		8/27/18		21:35:40		1:10:40		自然災害		雷		雷害による停電及びＢＦ装置故障				九放第9997号		藤松局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、発電機により電力を供給し復旧。		無		24,025世帯。		共建。				615

				九州 キュウシュウ				長崎		テレビ長崎						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/2/18		0:50:00		9/2/18		11:48:00		10:58:00		自然災害		雷						九放第10251号		KTN宇久DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		出力フィルタの故障		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。		九放第10800号		2291世帯。		単独				616

				九州 キュウシュウ				熊本		熊本放送						R		中 チュウ		9				○				○		9/20/18		12:59:00		9/20/18		13:32:00		0:33:00		自然災害		その他の自然災害		降雨減衰による中継回線の破綻				九放第956号		ＲＫＫ荒尾Ｒ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨が収まり自然復旧。今後も強い雨が予想される為、降雨減衰の影響を受けにくい周波数に変更。				456,297世帯				停波はなく無変調状態		617

				九州 キュウシュウ				長崎		長崎国際テレビ						DTV		親		9								0		9/23/18		11:40:00		9/23/18		11:56:39		0:16:39		回線障害		電気通信事業者の回線障害						九放第8874号		長崎DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		民放ﾈｯﾄ回線		事業者が自ら対応(その他)		発局による代替回線（衛星）構築による回復までの間、不適切な映像（ｶﾗｰﾊﾞｰ等）を自社の映像・音声（緊急ﾌｨﾗｰ等）でマスク、送出した。		全中継局
（免許番号は別紙）								618

		累 ルイ		九州 キュウシュウ				熊本		熊本県民テレビ						DTV		親		9				○				○		9/23/18		11:40:00		9/23/18		11:56:51		0:14:08		回線障害		電気通信事業者の回線障害						九放第8880号		熊本局、親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		民放回線の運用障害		他事業者(電気通信事業者)にて対応		回線予約の再設定				1,123,302世帯。						619

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島テレビ放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/27/18		16:16:00		9/27/18		18:30:10		2:14:10		設備故障		自然故障		基本装置の故障				九放第10234号		ＫＴＳ鹿屋西ＤＴＶ(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		基本装置予備品に交換		下位局なし		2042世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建		620

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島放送　						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/28/18		7:42:08		10/2/18		9:53:00		98:10:52		設備故障		自然故障						九放第１０３７８号		ＫＫＢ与路ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地出向し予備機と交換予定。				75世帯。		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建.。台風のため、現地出向が遅延。		621

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島テレビ放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		9:56:30		9/30/18		10:34:39		0:38:09		停電		停電		台風２４号による停電、バッテリーが放電終止				九放第11312号		ＫＴＳ名瀬大熊ＤＴＶ(その他局)　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機のバックアップにより回復				664世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建		622

				九州 キュウシュウ				鹿児島		南日本放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/30/18		9:56:30		9/30/18		10:34:39		0:38:09		停電		停電		台風２４号による停電、バッテリーが放電終止				九放第11309号		ＭＢＣ名瀬大熊ＤＴＶ（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復				664世帯。		共建。				623

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島放送　						DTV		中 チュウ		9										9/30/18		9:56:30		9/30/18		10:34:39		0:38:09		停電		停電		台風２４号による停電、バッテリーが放電終止				九放第１１３１４号		ＫＫＢ名瀬大熊ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機により、救済。その後、商用電源回復。				664世帯。		共建。		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建		624

				九州 キュウシュウ				鹿児島		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		9										9/30/18		9:56:30		9/30/18		10:34:39		0:38:09		停電		停電		台風２４号による停電、バッテリーが放電終止				九放第11310号		KYT名瀬大熊　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機のバックアップにより回復				664世帯。		共建。				625

				九州 キュウシュウ				熊本		熊本放送						R		中 チュウ		9								0		9/30/18		13:50:00		9/30/18		20:04:10		6:14:10		自然災害		強風		台風による強風で、臨時FPU回線のアンテナ方向がずれ、受信電界の低下により回線断				九放第956号		ＲＫＫ荒尾Ｒ				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)						456,297世帯				停波はなく無変調状態		626

		累 ルイ		九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島		日本放送協会						DTV		プ		9				○				○		9/30/18		15:15:45		9/30/18		20:40:06		3:01:17		停電		停電		台風24号による停電				九放第9104号		NHK南種子DG　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置のMCCB再投入にて回復。非常用自家発電装置の修理にて回復		NHK安房DG（九放第10290号）。NHK中之島DG（九放第9124号）。NHK中之島東DG（九放第11321号）		4165世帯。		単独。				627

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会						FM		中 チュウ		9				○				○		9/30/18		18:52:09		10/1/18		1:02:08		6:09:59		自然災害		その他の自然災害		台風24号による上局（鶴見岳FX）の受信空中線設備障害 タイフウゴウウエキョクツルミダケジュシンクウチュウセンセツビショウガイ				九放第510号		NHK玖珠FM　その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		空中線補修により回復		NHK日田FM(九放第431号)。NHK山国FM(九放第1127号)		33,630世帯。		単独。				628

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		9								0		9/30/18		18:52:09		10/1/18		1:02:08		6:09:59		自然災害		その他の自然災害		台風24号による上局（鶴見岳FX）の受信空中線設備障害				九放第8724号		VICS玖珠。その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		空中線補修により回復		VICS日田（九放第8721号）。VICS山国（九放第8730号）		33,630世帯。		単独。				629

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島		ディ						CFM		C親		9				○				○		9/30/18		21:05:23		10/1/18		19:05:00		21:59:37		自然災害		強風						九放 第8978号		あまみエフエム　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		現地に出向し、損傷の無いアンテナ等部品を組み合わせ、残っているコンクリート柱に設置し、九州総合通信局の臨機の措置による許可を得て77.7MHzの電波送出を復旧させた。		かさり中継局　九放第10630号、すみよう中継局　九放第10631号、やまときた中継局　九放第11329号、やまとみなみ中継局　九放第11330号		24,513世帯。				台風24号の暴風による被害。		630

				九州 キュウシュウ				鹿児島		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		23:08:24		10/1/18		16:48:37		17:40:13		停電		停電		台風24号による停電				九放第10853号		NHK大勝DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		電力会社復電により復旧		下位局なし		325世帯。		単独。				631

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		南笑事						CFM		中 チュウ		5				○				○		5/28/18		15:35:00		5/30/18		15:00:00		47:25:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						沖放第７９９号		ハートＦＭなんじょう				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		なし				約2,350世帯				回線廃止と切替によるトラブル		632

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親		6				○				○		6/4/18		9:58:20		6/4/18		9:58:35		0:00:15		その他		人為的な要因		放送番組を管理し自動運行する番組送出装置のプログラム設定ミスにより無音が発生した。				沖放第524号		エフエムみやこ　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		職員が放送モニターで無音に気づき、手動切替し復旧した後、入力設定の変更を行った。		沖放第７９０号。沖放第７９２号		22，486世帯						633

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMやんばる						CFM		C親		7				○				○		7/3/18		9:58:00		7/3/18		10:52:00		0:54:00		設備故障		自然故障												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		放送聴取により、故障探知。
現地出向し、発電機による電源供給により対応								悪天候のため、現地出向が遅延した為。		634

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/6/18		7:06:30		7/6/18		9:41:51		2:35:21		設備故障		自然故障						沖放第695号		高原DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				無し		区域内世帯数：713						635

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティーエフエム						CFM		C親		7				○				○		7/19/18		5:30:00		7/19/18		6:25:00		0:55:00		停電		停電						沖放575号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電ができないため		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		早朝の停電のため、復旧に時間がかかった。技術スタッフが演奏所から送信所への通信を繋ぎ、放送復旧				２３，１４２戸						636

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						R		親		9				○				○		9/21/18		21:59:59		9/21/18		22:12:22		0:12:23		その他		他の事業者による要因		鉄塔塗装の一部の足場架設に鉄素材(導体)を使用していたことで、雨が降った際に出力が増え、送信出力の上限値を越え出力異常となり、放送機停止となった。				沖放第23号		那覇R。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		遠方制御で放送機起動及び系統の切替により復旧。その後、現地出向し出力を調整。
鉄素材(導体)の足場架設をすべて撤去し、すべてFRP材(不導体)に置き換えた。				500,266世帯。		共建				637

		累 ルイ		沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/29/18		14:38:00		9/29/18		21:49:00		6:21:00		停電		停電		台風により停電。発電機運用していたが、不具合が発生し発電機停止。電源供給が絶たれ停波。				沖放第590号		佐敷DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		発電機保守業者出向。手動にて発電機を再起動し復旧。				22,386		共建				638

		累 ルイ		沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		14:38:00		9/29/18		21:49:00		7:11:00		停電		停電		台風による停電				沖放第589号		OTV佐敷DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)						22,386世帯。				共建。		639

		累 ルイ		沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		14:38:00		9/29/18		21:49:00		7:11:00		停電		停電		台風24号による停電。非常用自家発電機故障により発電機停止。電源供給が絶たれ停波。				沖放第591号		佐敷DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		発電機保守業者出向。手動にて発電機を再起動し復旧。				22,386世帯。		共建。		非常用自家発電機の故障原因調査中につき、別途発電機を設置。		640

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMやんばる						CFM		C親		9				○				○		9/29/18		15:30:00		9/29/18		15:45:00		0:15:00		設備故障		自然故障												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		放送聴取により、故障探知。
現地出向し、発電機による電源供給により対応								悪天候のため、現地出向が遅延した為。		641

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/29/18		17:11:45		9/29/18		21:49:00		4:37:15		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第582号		佐敷DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。非常用自家発電装置故障により停波。故障修理により復旧。		無し		区域内世帯数：23826				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		642

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		17:11:45		9/29/18		21:49:00		4:37:15		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第581号		佐敷DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。非常用自家発電装置故障により停波。故障修理により復旧。		無し		区域内世帯数：23826				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		643

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		FMとよみ						CFM		C親		9				○				○		9/29/18		17:45:00		9/29/18		21:27:00		3:42:00		停電		停電												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)												644

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		南笑事						CFM		C親		9				○				○		9/29/18		10:26:00		10/1/18		5:51:00		43:25:00		停電		停電												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を起動させ復旧		なし		約12,028世帯				悪天候の為、現地出向が遅延		645

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/29/18		21:40:00		9/29/18		22:05:00		0:25:00		停電		停電		台風24号による停電。バッテリーでバックアップしていたが、放電終止で停波。				沖放第689号		北中城DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				1,342世帯。		共建。				646

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		21:40:00		9/29/18		22:05:00		0:25:00		停電		停電		台風による停電				沖放701号		OTV北中城DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応						1,342世帯。		共建				647

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		21:40:00		9/29/18		22:05:00		0:25:00		停電		停電		台風により停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。				沖放第691号		北中城DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				1,342		共建				648

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		21:40:03		9/29/18		22:05:20		0:25:17		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第693号		北中城DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：1156				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		649

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		21:40:03		9/29/18		22:05:20		0:25:17		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第694号		北中城DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：1156				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		650

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/29/18		22:23:00		9/29/18		23:33:00		1:10:00		停電		停電		台風24号による停電。バッテリーでバックアップしていたが、放電終止で停波。				沖放第709号		辺野古DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				461世帯。		共建。				651

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		22:23:00		9/29/18		23:33:00		1:10:00		停電		停電		台風による停電				沖放711号		OTV辺野古DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応						461世帯。		共建。				652

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		22:23:00		9/29/18		23:33:00		1:10:00		停電		停電		台風により停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。				沖放第706号		辺野古DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				461		共建				653

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		22:23:49		9/29/18		23:33:55		1:10:06		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第704号		辺野古DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：336				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		654

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		22:23:49		9/29/18		23:33:55		1:10:06		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第705号		辺野古DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：336				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		655

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/29/18		23:29:00		9/30/18		8:24:00		8:55:00		停電		停電		台風24号による停電。バッテリーでバックアップしていたが、放電終止で停波。				沖放第713号		運天原DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				113世帯。		共建。				656

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		23:29:00		9/30/18		8:24:00		8:55:00		停電		停電		台風による停電				沖放712号		OTV運天原DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応						113世帯。		共建。				657

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		23:29:00		9/30/18		8:24:00		8:55:00		停電		停電		台風により停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。				沖放第714号		運天原DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置。仮設発電機より電源を供給し復旧。				113		共建				658

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		23:29:40		9/30/18		8:24:51		8:55:11		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第715号		運天原DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：78				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		659

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9								0		9/29/18		23:29:40		9/30/18		8:24:51		8:55:11		停電		停電		台風２４号による停電				沖放第716号		運天原DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。携帯発電機により復旧。		無し		区域内世帯数：78				DG,DE,DRBC,DOTV,DQABと共建		660

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				4				○				○		4/23/18		3:08:28		4/23/18		3:08:34		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		映像及び音声異常を認知後、エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。								#542 寄席チャンネル		661

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				5				○				○		5/13/18		16:29:10		5/13/18		16:29:17		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		映像及び音声異常を認知後、エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。								#677 アニマルプラネット		662

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				5				○				○		5/21/18		23:10:52		5/21/18		23:10:58		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		映像及び音声異常を認知後、エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧								#632 ムービープラス		663

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				5				○				○		5/23/18		11:09:55		5/23/18		11:41:57		0:32:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		IPコーデックは音声伝送装置でアナログ/デジタル変換を行っておりその機器の故障による機器交換実施								J91「KBS京都」無音		664

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				5				○				○		5/25/18		21:12:18		5/25/18		21:14:51		0:02:33		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		コンテンツ再編成								D-28「コンテンポラリー・カントリー」の無音.楽曲を差し替える際、最初の楽曲より演奏時間が短かったため最後が無音となる		665

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				5				○				○		5/28/18		1:12:54		5/28/18		1:13:01		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		映像及び音声異常を認知後、エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧								#639 ミュージック・ジャパンTV		666

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				6				○				○		6/2/18		21:29:12		6/2/18		21:31:39		0:02:27		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		コンテンツ再編成								C-61「usen for Free Soul」で無音。楽曲を差し替える際、最初の楽曲より演奏時間が短かったため最後が無音となる		667

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				6				○				○		6/18/18		8:00:52		6/18/18		8:12:49		0:11:57		自然災害		地震												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応										CG-29/J-95「FM COCOLO (大阪)」無音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪にて大地震が発生し放送局自体の設備が停止、当社への送り出しができなくなった		668

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				6				○				○		6/27/18		13:56:00		6/27/18		14:04:00		0:08:00		その他		その他		工事影響										放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)										施工業者によるエアコン工事終了後、シェルター内の電源異常が発生		669

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				7								0		7/6/18		5:48:58		7/6/18		7:37:42		0:01:55		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		670

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7								0		7/28/18		20:32:05		7/28/18		20:32:20		0:00:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		671

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8								0		8/12/18		3:39:29		8/12/18		3:39:38		0:00:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		672

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				8								0		8/24/18		3:26:22		8/24/18		6:12:41		0:01:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		673

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8								0		8/27/18		20:35:21		8/27/18		20:38:28		0:03:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		674

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				8				○				○		8/31/18		20:04:33		8/31/18		21:51:20		1:46:47		自然災害 シゼンサイガイ		雷												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		映像及び音声異常を認知後、エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。								K66:BSSラジオ、K67:NHK第1 （島根）無音　落雷による電源の瞬断（0.5秒程）でIP-Castがフリーズ　		675

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				9				○				○		9/12/18		22:11:50		9/12/18		22:11:55		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										#625 スターチャンネル１。#626 スターチャンネル２。#653 DATV		676

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				9								0		9/17/18		18:27:07		9/17/18		18:29:05		0:01:58		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		18:27:07 地球局周辺の豪雨発生。18:29:05 自然復旧								Ch.400～499 スターデジオ(100ch音楽ラジオ)		677

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9								0		9/17/18		19:32:15		9/17/18		20:05:45		0:13:55		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		678

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9								0		9/30/18		22:40:05		9/30/18		22:40:44		0:00:39		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		679

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/1/18		0:13:14		10/1/18		0:14:19		0:01:05		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル		680

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				第一興商						般 ハン				10				○				○		10/9/18		4:00:01		10/9/18		10:38:42		6:38:41		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他)		ネットワークスイッチ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		4:00:01 ネットワークスイッチで障害発生。関連機器再起動により10:38:42に復旧								Ch.400～499 スターデジオ(100ch音楽ラジオ)再発防止策として、ソフトウェア改修、監視体制強化、障害機器の交換・対応を実施済		681

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				11				○				○		11/27/18		8:42:43		11/27/18		9:08:40		0:25:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		放送機材トラブル（送信設備(MUX)のIPカードが不良）が発生したためIPカード交換								D-43「TRANSIT records」の無音		682

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				12				○				○		12/7/18		1:00:34		12/7/18		1:02:10		0:01:36		その他		他の事業者による要因												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		他事業者(他の放送事業者)演奏所		他事業者(他の放送事業者)にて対応		他事業者(他の放送事業者)にて対応		他の放送事業者演奏所の機器不具合により映像:カラーバ、音声:1kHzを放送。他の放送事業者にて復旧作業を実施。						＃598 4K QVC<措置模様詳細>
1:00:34 放送内容が映像：カラーバ、音声：1kHzになったことを監視員が認知。
1:02:10 番組供給事業者（他の放送事業者）による復旧作業により正常番組に復旧。
その後、番組供給事業者より番組内で本障害に関するアナウンスを実施。		683

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				12				○				○		12/12/18		21:35:34		12/12/18		21:35:50		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		無音発生を検知。送信装置に異常が発生したため、予備系統へ切替え								Ch.400～499 スターデジオ(100ch音楽ラジオ)		684

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				1				○				○		1/19/19		8:34:09		1/19/19		8:38:40		0:04:31		その他		人為的な要因												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)										リクエストｃｈ19chにて無音。
年次法定点検作業時の点検業者の継電器（UVR）配線ミスによる停電からの復電失敗。		685

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				2								0		2/4/19		2:47:58		2/4/19		3:58:19		1:10:21		その他		他の事業者による要因												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		他事業者（電気通信事業者）設備		事業者が自ら対応(その他)		他事業者（海外電気通信事業者）の設備故障により中継映像が途絶。放送事業者にて静止画、BGMを放送。中継映像は復旧せず、放送終了								＃579 BSスカパー！<措置模様詳細>
2:47:58　中継映像途絶。
2:48:00　放送事業者にて映像：静止画、音声：BGMを送出。
2:50:39　サーバ素材送出に切替え。
3:07:03　サーバ素材送出終了し、中継映像送出に切替えたため上記映像・音声を放送。以後、中継映像が復旧しないため本状態が継続。
3:58:19 番組が終了し、サーバ素材送出に切替わり復旧。		686

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				3				○				○		3/7/19		15:09:17		3/7/19		15:17:32		0:08:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		ピンプラグの経年劣化ピンプラグ交換実施								J-91「KBS京都」無音		687

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				3				○				○		3/14/19		8:09:50		3/14/19		8:13:01		0:03:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		LANケーブルの経年劣化ＬＡＮケーブル交換実施								I-65「HBCラジオ（札幌）」無音		688

				本省 ホンショウ						ＵＳＥＮ						般 ハン				3				○				○		3/14/19		12:40:56		3/14/19		14:26:57		1:46:01		その他		人為的な要因												放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気通信事業者)にて対応										E-19「RFI(フランス)」無音。衛星受信拠点側にてセカンダリのチューナーが障害発生、プライマリは正常でサービスは提供中。この状態でセカンダリチューナーの再起動を依頼したが、誤ってプライマリとセカンダリの両方を再起動したための障害		689

				本省 ホンショウ						ＷＯＷＯＷ						幹 ミキ				10								0		10/10/18		12:58:48		10/10/18		12:59:06		0:00:18		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組送出サーバのハードウェア故障。		事業者が自ら対応(系切替)		番宣部分の映像のフリーズ及び音声無音となる。送出サーバを予備器へ切り替えを行い、復旧。								左記事象は、192チャンネル（認定番号第77号）で発生。		690

				本省 ホンショウ						放送大学学園						幹 ミキ				10								0		10/30/18		6:00:00		10/30/18		9:45:00		3:45:00		その他		人為的な要因						BS第70号（旧BS第71号）						番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		誤操作により、データ放送が送出されなくなってしまったため、再度正しいデータを投入し復旧。										691

				本省 ホンショウ						放送大学学園						幹 ミキ				10								0		10/30/18		6:00:00		10/30/18		9:15:00		3:15:00		その他		人為的な要因						BS第70号（旧BS第72号）						番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		誤操作により、データ放送が送出されなくなってしまったため、再度正しいデータを投入し復旧。										692

				本省 ホンショウ						アニマックスブロードキャスト・ジャパン						幹 ミキ				11				○				○		11/13/18		12:17:26		11/13/18		12:18:58		0:01:32		その他		人為的な要因		保守作業時の設定ミス										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		12:17頃 SI情報送出不可を認知。
12:18:58 SI/EPG送出装置を予備系統に切替え、復旧								＃256　アニマックス		693

				本省 ホンショウ						ビーエスＦＯＸ						幹 ミキ				11				○				○		11/22/18		19:31:57		11/22/18		19:32:25		0:00:28		設備故障		ソフトウェア不具合												番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		19時31分57秒頃　　FOXスポーツ＆エンターテイメントにて映像乱れが発生致しました。（約28秒間）
（予備系統においても、同現象の発生を確認致しました。）
19時32分35秒頃　「しばらくお待ちください」画像への切り替えを実施致しました。
（約9分13秒間）
19時41分48秒頃　予備側ビデオサーバー送出信号にて、映像音声の復旧を確認し、信号の正常性を確認後、サーバー出力の切り替えを実施し、「しばらくお待ちください」画像の解除を実施し、通常運用に復帰致しました。								番組枠名「ガンガン！ホークス ＣＨＥＣＫ！ＧＯ！ ＃３１」　１９時００分 ～ ２０時００分

Kオプティコム殿・NTTぷらら殿から問い合わせあり、送出に問題があった旨、返答致しました。何れも、お客様からのお問い合わせではなく、先方の監視マスターからの入電によるお問い合わせでした。
１１月２６日１７時までに、視聴者からの問い合わせはございませんでした。

後日、機器販売代理店との検証を実施致しましたが、症状の再現性を確認できませんでした。
一時的な不具合と見て、終息と判断致しました。		694

				本省 ホンショウ						QVCサテライト						幹 ミキ				12				○				○		12/7/18		1:00:20		12/7/18		1:02:00		0:01:40		設備故障		ソフトウェア不具合												番組送出設備		番組送出設備(その他)		・副調整室用画面分割装置・映像再生機器		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		副調整室用画面分割装置の故障後、映像再生機にて、番組変更を試みたが、そちらも故障。⇒副調整室用画面分割装置は、ソフトウェアをアップデート。映像再生機器は、代替機と交換。										695

				本省 ホンショウ						ＢＳテレビ東京						幹 ミキ				12								0		12/7/18		1:00:20		12/7/18		1:01:01		0:00:41		その他		他の事業者による要因						ＢＳ第１１８号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		QVCジャパン送出設備		事業者が自ら対応(系切替)		緊急用差し替え素材送出								緊急用差し替え素材送出01:01:01～01:02:43
QVCジャパンからの送出が正常に戻ったため
01:02:43から通常番組送出		696

				本省 ホンショウ						AXNエンタテインメント						幹 ミキ				1				○				○		1/24/19		7:30:47		1/24/19		7:30:49		0:00:02		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		7:30頃 映像、音声の異常を認知。
7:30:49 エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。								#311　ＡＸＮ 海外ドラマ		697

				本省 ホンショウ						スカパー・エンターテイメント						幹 ミキ				2				○				○		2/4/19		2:47:58		2/4/19		2:48:00		0:00:02		その他		他の事業者による要因												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		他事業者（電気通信事業者）設備		事業者が自ら対応(その他)		他事業者（海外電気通信事業者）の設備故障により中継映像が途絶。放送事業者にて静止画、BGMを放送。中継映像は復旧せず、放送終了								＃241 BSスカパー！。<措置模様詳細>
2:47:58　中継映像途絶。
2:48:00　放送事業者にて映像：静止画、音声：BGMを送出。
2:50:39　サーバ素材送出に切替え。
3:07:03　サーバ素材送出終了し、中継映像送出に切替えたため上記映像・音声を放送。以後、中継映像が復旧しないため本状態が継続。
3:58:19 番組が終了し、サーバ素材送出に切替わり復旧。		698

				本省 ホンショウ						スター・チャンネル						幹 ミキ				2				○				○		2/27/19		10:26:08		2/27/19		10:26:28		0:00:20		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(その他)		ｷｬﾗｸﾀｰｼﾞｪﾈﾚｰﾀ		事業者が自ら対応(系切替)												699

				本省 ホンショウ						松竹ブロードキャスティング						幹 ミキ				3				○				○		3/2/19		7:45:16		3/2/19		7:45:46		0:00:30		その他		人為的な要因												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組制作等に係る設備.演奏所設備（放送サーバー・素材登録部分）		事業者が自ら対応(その他)		不体裁映像を30秒間送出後、本編がスタート。										700

				本省 ホンショウ						CS日本						幹 ミキ				3				○				○		3/13/19		10:28:18		3/13/19		12:04:24		0:00:02		回線障害		電気通信事業者の回線障害												中継回線設備		中継回線設備(送信装置)		映像信号受信基板		他事業者(電気通信事業者)にて対応		新規基板に交換								ＣＳ第５０号にて発生事案.事故のあった番組名：平成31年3月13日9時30分～11時45分
「アジアチャンピオンズリーグ 2019
グループステージ　浦和レッズ× ブリーラムＵ」

平成31年3月13日11時45分～12時15分
　　　　　　　　　　「Ｇ＋マーケット」
・10:28:18～10:28:19（1秒）黒味無音映像を送出
・10:29:04～10:29:05（1秒未満）黒味無音映像を送出
・11:46:49～11:54:43（7分54秒）にわたり「黒味無音映像」を送出
・11:54:43～12:		701

				本省 ホンショウ						松竹ブロードキャスティング						幹 ミキ				3				○				○		3/28/19		0:01:37		3/28/19		0:09:58		0:08:21		設備故障		ソフトウェア不具合												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組制作等に係る設備.演奏所設備（放送サーバー・素材登録部分）		事業者が自ら対応(系切替)		監視マスターにて、音声無音を確認後、系統の切替をおこない、復旧。										702

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				BSフジ						幹 ミキ				3				○				○		3/30/19		5:26:44		3/31/19		15:52:49		34:26:05		設備故障		ソフトウェア不具合						ＢＳ第２５号						番組送出設備		番組送出設備(その他)		擬似同期化装置。番組送出装置のうち、B-SAT側へ設置している機器で、B-SAT側で各局のTS合成をするために、BSフジの信号をB-SATの同期と合わせるための装置		事業者が自ら対応(系切替)		現象確認後、各種復旧作業を実施したが、改善せず。BSマスターのTSスプライサー切替器を切替たところ、擬似同期化装置にリセットが掛かり、復旧。								障害は、映像が静止画、または、静止画に近い絵柄の際、発生時刻から復旧時刻の間、断続的に音声にノイズが混入する現象。映像は正常。
尚、本音声障害は、一部の受信機に限られ、視聴者からの問合せも発生期間中、23件、復旧後も2件		703

				本省 ホンショウ						SCサテライト						幹 ミキ				3				○				○		3/30/19		5:59:00		3/30/19		6:58:00		0:59:00		その他		その他		・ 当社では、災害放送を送出する際、緊急ニュース記述子発効の連動設定をONとして運用していた。
・ 災害放送が送出されたタイミング（＝緊急ニュース記述子が発効されたタイミング）で番組切替制御が発効されたことにより、制御の競合が発生。
・ 送出管理装置において、制御の優先順位が設定されていなかったため、緊急ニュース記述子が優先された。
・ これにより、番組切替制御が正常に実行されず音声モード切替の制御が不正となった。
・ その結果、2019年3月30日5：59：00開始のプロモ①、および5：59：30開始の										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APSシステム		事業者が自ら対応(自然復旧)		6：58：00の番組発効制御により、正常状態となった。(詳細は右記のとおり）								●編成予定（＝正常）
2019年3月30日
5：59：00～5：59：30  プロモ①【音声モード：第2音声(解説放送)あり】
5：59：30～6：00：00  プロモ②【音声モード：第2音声(解説放送)あり】
6：00：00～6：00：12  ID　　　【音声モード：第2音声(解説放送)あり】
6：00：12～6：58：00  本編　   【音声モード：第1音声のみ(＝解説放送なし)】
6：58：00～6：58：30  プロモ③【音声モード：第2音声(解説放送)あり】

●発生状況
1. 2019年3月		704

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ(STV-R)						R		プ		10				○		×		0		10/2/18		2:26:34		10/2/18		2:26:49		0:00:15		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2502号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				63,000						705

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		10				○				○		10/16/18		10:00:00		10/16/18		13:17:00		3:17:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電後、バッテリー放電終止 ショウヨウデンゲンジコテイデンゴホウデンシュウシ				北放第4641号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				364						706

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送(STV) サッポロホウソウ						DTV		中 ナカ		10								0		10/16/18		10:00:00		10/16/18		13:17:00		3:17:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電後、バッテリー放電終止 ショウヨウデンゲンジコテイデンゴホウデンシュウシ				北放第4642号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				364						707

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送(HTB) ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		10								0		10/16/18		10:00:00		10/16/18		13:17:00		3:17:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電後、バッテリー放電終止 ショウヨウデンゲンジコテイデンゴホウデンシュウシ				北放第4643号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				364						708

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送(uhb) ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		10								0		10/16/18		10:00:00		10/16/18		13:17:00		3:17:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電後、バッテリー放電終止 ショウヨウデンゲンジコテイデンゴホウデンシュウシ				北放第4644号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				364						709

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道(TVh) ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		10								0		10/16/18		10:00:00		10/16/18		13:17:00		3:17:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電後、バッテリー放電終止 ショウヨウデンゲンジコテイデンゴホウデンシュウシ				北放第5036号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				364						710

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		10				○		×		0		10/29/18		13:08:22		10/29/18		13:08:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4358号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,824						711

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送(STV) サッポロホウソウ						DTV		プ		10								0		10/29/18		13:08:22		10/29/18		13:08:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4359号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,824						712

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送(HTB) ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		10								0		10/29/18		13:08:22		10/29/18		13:08:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,824						713

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送(uhb) ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		10								0		10/29/18		13:08:22		10/29/18		13:08:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,824						714

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道(TVh) ホッカイドウ						DTV		プ		10								0		10/29/18		13:08:22		10/29/18		13:08:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,824						715

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		親 オヤ		11				○				○		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第1220号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ		北放第1434号、北放第1478号 ホクホウダイゴウキタホウダイゴウ		1,493,804						716

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第1221号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ				172,797						717

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第1468号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ				154,612						718

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第2547号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ		北放第3641号 ホクホウダイゴウ		116,454						719

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第1976号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ				132,304						720

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第2241号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ				92,298						721

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		11								0		11/26/18		8:20:00		11/26/18		8:20:51		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第2513号 キタホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		音声調整卓の再起動により復旧 オンセイチョウセイタクサイキドウフッキュウ		北放第2512号 ホクホウダイゴウ		98,654						722

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送(uhb) ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/5/18		11:30:00		12/5/18		12:20:00		0:50:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4270号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		自然復旧 シゼンフッキュウ				1,297						723

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		1				○				○		1/15/19		17:00:00		1/15/19		18:00:00		1:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4205号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		自然復旧 シゼンフッキュウ				287						724

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						R		プ		1				○		×		0		1/17/19		15:38:32		1/17/19		15:38:39		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3242号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		自家発電に切り替わり復旧 ジカハツデンキカフッキュウ				20,542						725

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ(STV-R)						R		プ		1								0		1/17/19		15:38:32		1/17/19		15:38:39		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				19,000						726

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道(TVh) ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/5/19		11:30:00		2/5/19		14:20:00		2:50:00		その他 ホカ		その他 ホカ		不明 フメイ				北放第4917号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		自然復旧 シゼンフッキュウ				289						727

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道(TVh) ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/8/19		15:15:00		2/8/19		17:20:00		2:05:00		その他 ホカ		その他 ホカ		補償回路の動作不良 ホショウカイロドウサフリョウ				北放第4917号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		放送機リセットにより復旧 ホウソウキフッキュウ				289						728

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		3				○		×		0		3/9/19		18:57:03		3/9/19		18:57:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4284号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,841						729

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送(STV) サッポロホウソウ						DTV		プ		3								0		3/9/19		18:57:03		3/9/19		18:57:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4285号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,841						730

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送(HTB) ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		3								0		3/9/19		18:57:03		3/9/19		18:57:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4286号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,841						731

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送(uhb) ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		3								0		3/9/19		18:57:03		3/9/19		18:57:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,841						732

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道(TVh) ホッカイドウ						DTV		プ		3								0		3/9/19		18:57:03		3/9/19		18:57:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		予備電源(EG)により復旧 ヨビデンゲンフッキュウ				4,841						733

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ(STV-R)						R		プ		3				○		×		0		3/11/19		20:09:02		3/11/19		20:09:10		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第688号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ				97,000						734

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道(FMH) ホッカイドウ						FM		中 ナカ		3				○		×		0		3/11/19		20:09:02		3/11/19		20:09:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2513号 ホクホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		復電により復旧 フクデンフッキュウ		北放第2512号 ホクホウダイゴウ		98,654						735

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						R		プ		3				○		×		0		3/11/19		20:09:03		3/11/19		20:09:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第16号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		自家発電に切り替わり復旧 ジカハツデンキカフッキュウ				93,543						736

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送(HBC) ホッカイドウホウソウ						R		プ		3				○		×		0		3/11/19		21:43:24		3/11/19		21:43:34		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第16号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウホカ		自家発電に切り替わり復旧 ジカハツデンキカフッキュウ				93,543						737

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送(uhb) ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/20/19		16:00:00		3/20/19		20:54:00		4:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信変換装置不調 ジュシンヘンカンソウチフチョウ				北放第4528号 キタホウダイゴウ						放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		電源再投入により復旧 デンゲンサイトウニュウフッキュウ				2,525						738

				東北 トウホク		累 ルイ		青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		親 オヤ		10				○				○		10/13/18		22:07:12		10/14/18		0:24:42		0:22:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6679号 ヒガシダイゴウ		演奏所　マスターAPC設備のネット回線を受信する基板（VS基板）の故障。 エンソウジョ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ		マスターAPC設備のネット回線を受信する基板（VS基板）		事業者が自ら対応(系切替)		予備系に切替え復旧 ヨビケイキリカフッキュウ				約590,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク		断続的に発生したものであり、字幕未送出時間の累計時間は22分51秒。 ダンゾクテキハッセイジマクミソウシュツジカンルイケイジカンフンビョウ		739

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送 イシノマキホウソウ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/20/18		14:00:00		10/20/18		14:12:00		0:12:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						東放第6131号 ヒガシダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス) バングミソウシュツセツビソウシュツ				他事業者(電気通信事業者)にて対応				東放第8767号～東放第8769号、東放第8846号～東放第8848号 ヒガシダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		約72,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク				740

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送 シミンホウソウ						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/21/18		11:00:30		11/21/18		11:00:45		0:00:15		その他 タ		他の事業者による要因 タジギョウシャヨウイン												その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		連携しているいわき市の行政無線本体		事業者が自ら対応(その他)				東放第8633号～東放第8645号、東放第8830号 ヒガシダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		約142,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク		Jアラート訓練時、いわき市からの情報音源が無音であったため。 クンレンジシジョウホウオンゲンムオン		741

				東北 トウホク				岩手 イワテ		エフエム花巻 ハナマキ						CFM		中 ナカ		12				○				○		12/6/18		22:30:00		12/7/18		2:30:00		4:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8102号、東放第8103号 ヒガシダイゴウトウホウダイゴウ						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				事業者が自ら対応(系切替)		共通の中継所、戸塚森の送信機を2号機に切替え後、正常に。1号機はメーカー修理後再切替え				3,575世帯 セタイ		単独 タンドク				742

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ラジオ福島 フクシマ						ワイド		中 ナカ		12				○				○		12/7/18		18:03:27		12/7/18		20:14:51		2:11:24		その他 タ		その他 タ		受配電盤の設計不具合 ジュハイデンバンセッケイフグアイ				東放第8876号 ヒガシダイゴウ						放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		受信電盤装置 ジュシンデンバンソウチ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現地出向し、手動にて商用負荷へ切替、回復する。				約92,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク				743

				東北 トウホク				岩手 イワテ		奥州エフエム放送 オウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/7/18		19:28:00		12/7/18		19:35:00		0:07:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第6808号 ヒガシダイゴウ		伝送光ケーブル デンソウヒカリ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ		伝送光ケーブル デンソウヒカリ		事業者が自ら対応(系切替)		予備送信所からの送信に切換え。				約43,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク		積雪のため、現地出向が遅延。予備ルートで対応。		744

				東北 トウホク				岩手 イワテ		奥州エフエム放送 オウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/10/19		23:09:10		1/10/19		23:17:19		0:08:09		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第6808号 ヒガシダイゴウ		伝送光ケーブル デンソウヒカリ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ		光伝送ケーブル ヒカリデンソウ		他事業者(電気通信事業者)にて対応						約50,500世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク		積雪のため、現地出向が遅延。ケーブル張り替え。		745

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 ナカ		1				○				○		1/29/19		3:30:00		1/29/19		10:03:00		6:33:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機保護動作のため送信停止				東放第5518号 ヒガシダイゴウ						放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地出向し、機器リセットにて復旧。				20，690世帯 セタイ		単独 タンドク		通報装置の不具合のため、対処が遅延。		746

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		親 オヤ		2				○				○		2/5/19		9:40:10		2/5/19		9:48:29		0:08:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第9号 ヒガシダイゴウ		スタジオ音声調整卓 オンセイチョウセイタク				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		スタジオ音声調整卓 オンセイチョウセイタク		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		バックアップ音楽を自動送出。音声調整卓の再起動を行い、通常放送復旧。		東放第10号、東放第132号、東放第4627号、東放第8827号。 ヒガシダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		約940,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク		メーカー技術員による調査を実施し、メインスクリーン（操作用タッチパネル）を予備品に交換。		747

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムいわぬま						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/15/19		18:19:18		2/15/19		18:23:33		0:04:15		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						東放第2604号 ヒガシダイゴウ		無停電電源装置 ムテイデンデンゲンソウチ				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		無停電電源装置 ムテイデンデンゲンソウチ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		UPSからの供給を中止し、壁コンセントから機器へ電源供給				約17,000世帯 ヤクセタイ		単独 タンドク				748

				東北 トウホク				青森 アオモリ		五所川原エフエム ゴショガワラ						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/20/19		4:58:00		2/20/19		6:27:40		1:29:40		その他 タ		その他 タ		無音感知器の不具合 ムオンカンチキフグアイ				東放第8761号 ヒガシダイゴウ		無音感知器 ムオンカンチキ				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		無音感知器 ムオンカンチキ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)								単独 タンドク		無音感知器の不具合は感度調整を変更して改善。 ムオンカンチキフグアイカンドチョウセイヘンコウカイゼン		749

				東北 トウホク				青森 アオモリ		アップルウェーブ						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/24/19		9:34:45		2/24/19		9:55:04		0:20:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障						東放第6555号 ヒガシダイゴウ		マスター音声スイッチャー オンセイ				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		マスター音声スイッチャー オンセイ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						58,000世帯 セタイ		単独 タンドク				750

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		NPOエフエムなとり						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/7/19		10:45:00		3/7/19		10:50:00		0:05:00		その他 タ		その他 タ		過電使用と思われる。放送機材が一時（瞬時）的に電源供給されない状態となったため。 カデンシヨウオモホウソウキザイイチジシュンジテキデンゲンキョウキュウジョウタイ				東放第8765号 ヒガシダイゴウ		演奏所主電源ブレーカー エンソウショシュデンゲン				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		演奏所主電源ブレーカー エンソウショシュデンゲン		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		演奏所主電源ブレーカー、自動運行装置を再起動し、通常復旧。同時に、無停電電源装置の作動を確認。				31,177世帯		単独 タンドク				751

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島 フクシマ						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/10/19		17:02:00		3/10/19		20:58:00		3:56:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7664号 ヒガシダイゴウ						放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地に出向し、ＰＡを代替機へ交換。				1092世帯 セタイ		単独 タンドク				752

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第１０１６９号 セキホウダイゴウ		NHK日光山口DG ニッコウヤマグチ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		番組送出設備(電源設備) バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) ホカ		携帯発電機によるバックアップ実施、その後商用電源回復 ケイタイハツデンキジッシゴショウヨウデンゲンカイフク				616		共建 キョウケン				753

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第１０１７０号 セキホウダイゴウ		NHK日光山口DE ニッコウヤマグチ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		番組送出設備(電源設備) バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) ホカ		携帯発電機によるバックアップ実施、その後商用電源回復 ケイタイハツデンキジッシゴショウヨウデンゲンカイフク				616		共建 キョウケン				754

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/3/18		18:09:33		10/3/18		21:39:17		3:29:44		設備故障		自然故障						関放第８９３３号 カンホウダイゴウ		NHK風布DG カザヌノ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		送信設備(送信機) ソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他) ホカ		ユニット交換で復旧 コウカンフッキュウ				20		共建 キョウケン				755

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ放送網（株） ニホンホウソウモウカブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風の影響により停電 タイフウエイキョウテイデン		BF枯渇で停波 コカツテイハ		関放第１０１７１号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を持ち込み復旧措置。仮復電し停波より復旧、その後本復電 カセツハツデンキモコフッキュウソチカリフクデンテイハフッキュウゴホンフクデン				585		共建 キョウケン				756

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ放送網（株） ニホンホウソウモウカブ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		13:47:17		10/1/18		14:27:21		0:40:04		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第９２８３号 カンホウダイゴウ		中禅寺湖DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 チュウゼンジコタキョクチュウケイカイセンセツビタタヌキヤマジュシンセツビ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		狸山FXに仮設発電機を持ち込み復旧措置。仮復電しTTｌ受信設備の復旧により停波より復旧。その後、本復電した。 タヌキヤマカセツハツデンキモコフッキュウソチカリフクデンジュシンセツビフッキュウテイハフッキュウゴホンフクデン				170		共建 キョウケン				757

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ放送網（株） ニホンホウソウモウカブ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		13:47:17		10/1/18		15:13:05		1:25:48		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第８８５５号 カンホウダイゴウ		足尾DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 アシオタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		同上 ドウジョウ				1,357		共建 キョウケン				758

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ放送網（株） ニホンホウソウモウカブ						DTV		中 チュウ		11				○				○		11/17/18		8:22:00		11/17/18		8:23:00		0:01:00		設備故障		自然故障		OFDM変調器故障 ヘンチョウキコショウ				関放第８２２０号 カンホウダイゴウ		桐生DTV、その他局 キリュウタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(系切替)				関放第8456号
桐生梅田DTV カンホウダイゴウキリュウウメダ		63,397		共建 キョウケン				759

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ朝日 カブアサヒ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第１０１７２号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)						585		共建 キョウケン				760

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ朝日 カブアサヒ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		14:27:21		0:40:04		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により併設の狸山FXが停電 ヘイセツタヌキヤマ				関放第９２８４号 カンホウダイゴウ		中禅寺湖DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 チュウゼンジコタキョクチュウケイカイセンセツビタタヌキヤマジュシンセツビ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						170		共建 キョウケン				761

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ朝日 カブアサヒ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		15:13:05		1:25:48		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により上位の狸山FXが停電 ジョウイ				関放第８８５６号 カンホウダイゴウ		足尾DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 アシオタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						1,357		共建 キョウケン				762

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）TBSテレビ カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第１０１７３号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)						585		共建 キョウケン				763

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）TBSテレビ カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		14:27:21		0:40:04		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により併設の狸山FXが停電 ヘイセツタヌキヤマ				関放第９２８５号 カンホウダイゴウ		中禅寺湖DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 チュウゼンジコタキョクチュウケイカイセンセツビタタヌキヤマジュシンセツビ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						170		共建 キョウケン				764

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）TBSテレビ カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		15:13:05		1:25:48		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により上位の狸山FXが停電 ジョウイ				関放第８８５７号 カンホウダイゴウ		足尾DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 アシオタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						1,357		共建 キョウケン				765

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）TBSテレビ カブ						DTV		親 オヤ		10				○				○		10/31/18		15:25:00		10/31/18		15:28:01		0:03:01		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送出管理用データのご入力により、本来送出すべきCMブロックが送出出来なかった。 ソウシュツカンリヨウニュウリョクホンライソウシュツソウシュツデキ				関放第５７４７号 カンホウダイゴウ		番組送出装置（送出管理装置） バングミソウシュツソウチソウシュツカンリソウチ				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		手動で「お断り画面」をCMブロックの間割り込ませた。平行して運用データの再登録により運行データを復旧させ定常状態に戻した。 シュドウコトワガメンアイダワコヘイコウウンヨウサイトウロクウンコウフッキュウテイジョウジョウタイモド		関放第８２７７号他 カンホウダイゴウホカ		約１，８００万 ヤクマン						766

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ東京 カブトウキョウ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第１０１７４号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備） デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)						585		共建 キョウケン				767

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ東京 カブトウキョウ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		14:27:21		0:40:04		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により併設の狸山FXが停電 ヘイセツタヌキヤマ				関放第９２８６号 カンホウダイゴウ		中禅寺湖DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 チュウゼンジコタキョクチュウケイカイセンセツビタタヌキヤマジュシンセツビ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						170		共建 キョウケン				768

				関東 カントウ				栃木 トチギ		（株）テレビ東京 カブトウキョウ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		15:13:05		1:25:48		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により上位の狸山FXが停電 ジョウイ				関放第８８５８号 カンホウダイゴウ		足尾DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 アシオタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						1,357		共建 キョウケン				769

				関東				栃木 トチギ		（株）フジテレビジョン カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電				関放第１０１７５号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備） デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)						585		共建 キョウケン				770

				関東				栃木 トチギ		（株）フジテレビジョン カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		14:27:21		0:40:04		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により併設の狸山FXが停電 ヘイセツタヌキヤマ				関放第９２８７号 カンホウダイゴウ		中禅寺湖DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 チュウゼンジコタキョクチュウケイカイセンセツビタタヌキヤマジュシンセツビ				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						170		共建 キョウケン				771

				関東				栃木 トチギ		（株）フジテレビジョン カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		13:47:17		10/1/18		15:13:05		1:25:48		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により上位の狸山FXが停電 ジョウイ				関放第８８５９号 カンホウダイゴウ		足尾DTV、その他局
中継回線設備（その他）狸山FX　TTL受信設備 アシオタキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)						1,357		共建 キョウケン				772

				関東				栃木 トチギ		（株）とちぎテレビ カブ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		12:18:08		10/1/18		14:56:17		2:38:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風の影響により停電 タイフウエイキョウテイデン		BF枯渇で停波 コカツテイハ		関放第１０１７６号 カンホウダイゴウ		日光山口DTV、その他局 ニッコウヤマグチタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備） デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を持ち込み復旧措置。仮復電し停波より復旧、その後本復電 カセツハツデンキモコフッキュウソチカリフクデンテイハフッキュウゴホンフクデン				585		共建 キョウケン				773

		累 ルイ		関東				神奈川 カナガワ		（株）テレビ神奈川 カブカナガワ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		8:01:00		10/2/18		9:50:00		23:34:00		自然災害		その他の自然災害		強風 キョウフウ				関放第９４５４号 カンホウダイゴウ		TVK青野原DTV
放送局の送信設備（電源設備）
自営受電設備 アオノハラホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビジエイジュデンセツビ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)						239		単独 タンドク				774

				関東				東京 トウキョウ		（株）ＴＢＳラジオ カブ						DTV		中 チュウ		3				○				○		3/28/19		11:14:47		3/28/19		11:21:55		0:07:08		その他		人為的な要因		第二送信装置の励振器への入力信号用ケーブルのつなぎ込みが不十分だったため、締め直しを実施。 ダイニソウシンソウチレイシンキニュウリョクシンゴウヨウコフジュウブンシナオジッシ				関放第１０３２１号 カンホウダイゴウ		ＴＢＳラジオ墨田ＦＭ　補完 スミダホカン				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		第二送信装置（励振器） ダイニソウシンソウチレイシンキ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復) シュウフク		主調整室で無変調を確認。第一送信装置へ手動切替。 シュチョウセイシツムヘンチョウカクニンダイイチソウシンソウチシュドウキリカエ				約1，600万 ヤクマン		共建 キョウケン		主調整室ではＡＭ親局／ＦＭ補完局をモニタしていたが、警報が出ない障害であった為、状況把握、復旧に時関を要した。 シュチョウセイシツオヤキョクホカンキョクケイホウデショウガイタメジョウキョウハアクフッキュウジカンヨウ		775

				関東				栃木 トチギ		（株）栃木放送						DTV		中 チュウ		3				○				○		3/22/19		15:00:00		3/22/19		16:28:00		1:28:00		設備故障		自然故障						関放第１０４３６号 カンホウダイゴウ		ＣＲＴ今市局・その他局 イマイチキョクタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		ＵＰＳ		事業者が自ら対応(その他)		ＵＰＳ内部バッテリーの放電終止 ナイブホウデンシュウシ				1,844		共建 キョウケン				776

				関東				茨城 イバラキ		株式会社えふえむひたち						CFM		C親		10				○				○		10/29/18		6:00:00		10/29/18		6:00:08		0:00:08		その他		人為的な要因						関放第８９４９号		ひたちエフエム・親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		音量の上げ忘れで音楽が流れていないことに気づき、正常音量に修正				52,244		単独				777

				関東 カントウ				群馬 グンマ		株式会社ラジオ高崎 カブシキカイシャタカサキ						CFM		C親		12				○				○		12/25/18		8:00:00		12/25/18		9:55:00		1:55:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						関放第５３４９号 セキホウダイゴウ		たかさきエフエム・親局・中継局 オヤキョクチュウケイキョク				番組送出設備		番組送出設備(コーデック) バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						127,596		単独 タンドク		ソフトウェア不具合 フグアイ		778

				関東 カントウ		重 ジュウ		埼玉 サイタマ		株式会社クローバーメディア						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/23/19		1:52:25		2/23/19		9:56:37		8:04:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第８１０８号 セキホウダイゴウ		あさかエフエム・親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		機器電源リセット キキデンゲン				144,560		単独 タンドク				779

				関東 カントウ				千葉 チバ		エフエム浦安株式会社 ウラヤスカブシキカイシャ						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/23/19		1:30:00		2/23/19		1:59:49		0:29:49		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS設定ミス
予備PC電源の停止 セッテイヨビデンゲンテイシ				関放第５５５８号 セキホウダイゴウ		エフエムうらやす・親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		次のプログラム送出時間より自然復旧 ツギソウシュツジカンシゼンフッキュウ				283,000		単独 タンドク		深夜のためモニターができておらず、また自然復旧していたため中断の発生に気付かず。		780

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		鎌倉エフエム放送株式会社 カマクラホウソウカブシキカイシャ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/1/18		6:00:00		10/1/18		12:53:25		6:53:25		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第３７１８号 セキホウダイゴウ		かまくらエフエム・親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応 タジギョウシャデンキツウシンジギョウシャタイオウ						56,200		単独 タンドク				781

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		株式会社湘南平塚コミュニティ放送 カブシキカイシャショウナンヒラツカホウソウ						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/31/19		6:35:35		1/31/19		7:14:48		0:39:13		停電 テイデン		停電 テイデン		スタジオフロアの漏電が原因と思われるブレーカー断発生。結果的に無変調障害となった。 ロウデンゲンインオモダンハッセイケッカテキムヘンチョウショウガイ				関放第３６１４号 セキホウダイゴウ		しょうなんひらつかエフエム・親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)						22,637		単独 タンドク		漏電箇所は追求出来なかったが、ブレーカーが復旧出来たので、電源確保を優先。 ロウデンカショツイキュウデキフッキュウデキデンゲンカクホユウセン		782

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		株式会社湘南平塚コミュニティ放送 カブシキカイシャショウナンヒラツカホウソウ						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/28/19		7:32:41		2/28/19		7:38:38		0:05:57		停電 テイデン		停電 テイデン		同上 ドウジョウ				関放第３６１４号 セキホウダイゴウ		しょうなんひらつかエフエム・親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)						22,637		単独 タンドク		上記と同様の事象であったが、原因不明のため調査中。 ジョウキドウヨウジショウゲンインフメイチョウサチュウ		783

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		大和ラジオ放送株式会社 ヤマトホウソウカブシキカイシャ						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/26/18		0:24:54		11/26/18		8:01:50		7:36:56		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第５３４７号 セキホウダイゴウ		エフエムやまと・親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキリカ		送信設備への停電装置停止を確認後、別系統に切り替えた。 ソウシンセツビテイデンソウチテイシカクニンゴベツケイトウキカ				204,670		単独 タンドク		深夜帯により対応が遅れた。 シンヤタイタイオウオク		784

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		海老名エフエム放送株式会社						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/27/18		18:58:30		11/28/18		0:57:35		5:59:05		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						関放第９４５７号 セキホウダイゴウ		えびなエフエム・親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		設備リセット・再起動 セツビサイキドウ				52,052		単独 タンドク				785

				関東 カントウ		重 ジュウ		山梨 ヤマナシ		株式会社ＦＭふじやま カブシキカイシャ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/1/18		1:15:00		10/5/18		6:22:56		101:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン		強風 キョウフウ				関放第１０３２８号 セキホウダイゴウ		エフエムふじやま・親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) ホカ		発動発電機にて復旧 ハツドウハツデンキフッキュウ				21,700		単独 タンドク		演奏所の商用電源は1日の15時10分頃に復旧。送信所は5日の午前6時22分56秒に完全復旧する。		786

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		長野朝日放送 ナガノアサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○				○		2/20/19		20:07:38		2/20/19		20:07:56		0:00:18		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送出設備の点検中に、間違って本線系のケーブルを抜いたことによる障害蓄電池の容量が無くなり停波 テイハ				信放第3312号		abn長野DTV　マスター				番組送出設備		番組送出設備(その他)		送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応(その他) タ		間違って抜いたケーブルを即座に戻した。				44万世帯 マンセタイ		単独 タンドク				787

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/10/18		13:15:00		12/10/18		17:35:00		4:20:00		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による東北電力の電線断のため停電し、蓄電池の容量が無くなり停波。 テイハ				信放第3788号		勝木中継局 カツキチュウケイキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電源設備 デンゲンセツビ		事業者が自ら対応(系切替)		他事業者(他の放送事業者)にて対応				468世帯 セタイ		共建 キョウダテ				788

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ ニイガタソウゴウ						DTV		中 ナカ		12								0		12/10/18		13:15:00		12/10/18		17:35:00		4:20:00		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による東北電力の電線断のため停電し、蓄電池の容量が無くなり停波。 テイハ				信放第3793号		勝木中継局 カツキチュウケイキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電源設備 デンゲンセツビ		事業者が自ら対応(系切替)		他事業者(他の放送事業者)にて対応				468世帯 セタイ		共建 キョウダテ				789

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟放送網 ニイガタホウソウモウ						DTV		中 ナカ		12								0		12/10/18		13:15:00		12/10/18		17:35:00		4:20:00		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による東北電力の電線断のため停電し、蓄電池の容量が無くなり停波。 テイハ				信放第3796号		勝木中継局 カツキチュウケイキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電源設備 デンゲンセツビ		事業者が自ら対応(系切替)		他事業者(他の放送事業者)にて対応				468世帯 セタイ		共建 キョウダテ				790

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタ21						DTV		中 ナカ		12								0		12/10/18		13:15:00		12/10/18		17:35:00		4:20:00		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による東北電力の電線断のため停電し、蓄電池の容量が無くなり停波。 テイハ				信放第3802号		勝木中継局 カツキチュウケイキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電源設備 デンゲンセツビ		事業者が自ら対応(系切替)		他事業者(他の放送事業者)にて対応				468世帯 セタイ		共建 キョウダテ				791

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津 ニイツ						CFM		C親		10				○				○		10/11/18		22:58:59		10/11/18		22:59:29		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組変更による運行表のFiLLerの1分の挿入ミスによる無音発生				信放第2280号		APS				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APS		事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウタ		無音検知により自動音楽挿入。今後は作業上の手順確認の徹底をする				104千世帯 センセタイ		単独 タンドク				792

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津 ニイツ						CFM		C親		11				○				○		11/5/18		16:50:10		11/5/18		16:50:40		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＵPSバッテリー電源の異常による電力供給不能				信放第2280号						番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		UPS		事業者が自ら対応(その他) ジギョウシャミズカタイオウタ		コンセント電源への切替えによる対応（UPSバイパス）				104千世帯 センセタイ		単独 タンドク				793

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		あづみ野エフエム ノ						CFM		C親		11				○				○		11/1/18		7:35:00		11/1/18		8:50:00		1:15:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機切替装置の故障による停波 ソウシンキキカソウチコショウテイハ				信放第3990号		送信所 ソウシンジョ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		送信機切替装置 ソウシンキキカソウチ		事業者が自ら対応(系切替)		故障個所の切り分けを行い、現用送信機とアンテナをダイレクト接続。切換器故障修理 キリカエキコショウシュウリ				46470世帯 セタイ		単独 タンドク				794

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		1				○				○		1/30/18		11:38:09		1/30/18		13:29:45		1:51:36		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送機異常				陸放第44号		山中R１　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地、緊急出向し放送機リセットで回復。				89,984世帯　単独						795

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送株式会社 ホクリクホウソウカブシキガイシャ						R		中 チュウ		12				○				○		12/17/18		20:40:00		12/17/18		22:15:00		1:35:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第27号 リクホウダイゴウ		山中局　その他局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		直ちに現地へ出向し、配電盤内の配線接続不良が原因であることを確認。該当端子部分を強固に固定するとともに、ほかの端子についてもすべて強固に増し締めした。				32577世帯。単独。						796

				北陸 ホクリク				石川県 イシカワケン		石川テレビ放送株式会社						DTV		親 オヤ		1				○		×		0		1/25/19		20:46:07		1/25/19		20:46:15		0:00:08		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸放第2194号 リクホウダイゴウ		ITC金沢DTV　親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(自然復旧)		送信鉄塔への落雷により、演奏所→送信所のTS信号が瞬断する。これにより、変調器の演算回復に時間を要し、結果として8秒間放送瞬断となる。		プラン陸放第2213号。プラン陸放第2259号。プラン陸放第2260号。プラン陸放第2261号。
みなしプラン陸放第2262号。
陸放第2273号。陸放第2319号。陸放第2325号。陸放第2331号。陸放第2390号。陸放第2391号。陸放第2408号。陸放第2409号。陸放第2448号。陸放第2449号。陸放第2468号。陸放第2469号。陸放第2392号。陸放第2393号。陸放第2447号。陸放第2470号。陸放第2471号。陸放第2472号。		479,725世帯。単独。						797

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井放送株式会社 フクイホウソウカブシキガイシャ						DTV		親 オヤ		12				○				○		12/19/18		13:25:57		12/19/18		13:26:12		0:00:15		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		局地的に発雷				陸放第18034 リクホウダイ		FBCふくい　親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ		STL送信機		事業者が自ら対応(自然復旧)		STL送信機自然復旧		県内全域		約28万世帯　単独						798

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井放送株式会社 フクイホウソウカブシキガイシャ						R		中 ナカ		12				○				○		12/10/18		4:01:00		12/10/18		4:23:00		0:22:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		局地的に発雷				陸放第1 リクホウダイ		FBC小浜R　その他局 コハマタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		STL送信機自然復旧				対象　23400世帯　単独						799

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井エフエム放送株式会社						R		中 チュウ		12				○				○		12/24/18		4:00:00		12/25/18		10:53:55		30:53:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障		中継送信機が放送休止（送信機出力停止）のタイミングで「反射波出力異常」を検出、RFパワー制御（保護回路）が作動したため、送信が復旧されなかった。				陸放第679号		福井FM小浜　その他局 タキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		「反射波出力異常」を手動リセットし復旧。当該中継送信機については改修済。				8,705世帯　共用						800

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK-DG						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/2/18		2:16:05		10/2/18		9:04:00		6:47:55		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第5148号 ウミホウダイゴウ		設楽DG シタラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		携帯発電機により、一時復旧 ケイタイハツデンキイチジフッキュウ						共建 トモダテ				801

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK-DE						DTV		中 チュウ		10								0		10/2/18		2:16:05		10/2/18		9:04:00		6:47:55		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第5149号 ウミホウダイゴウ		設楽DE シタラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		携帯発電機により、一時復旧 ケイタイハツデンキイチジフッキュウ						共建 トモダテ				802

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK-FM						FM		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		22:50:33		10/2/18		8:55:00		10:04:27		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第359号 ウミホウダイゴウ		設楽FM シタラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		携帯発電機により、一時復旧 ケイタイハツデンキイチジフッキュウ						共建 トモダテ				803

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ シズオカアサヒ						DTV		親 オヤ		12				○				○		12/31/18		12:00:48		12/31/18		12:03:20		0:02:32		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		誤操作 ゴソウサ				海放第4389号 ウミホウダイゴウ		JOSI-DTV				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキリカ		手動操作で復旧 シュドウソウサフッキュウ		下位局58局 カイキョクキョク		1,429,600		単独 タンドク				804

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		VICS						FCM		中 チュウ		10								0		10/1/18		22:50:33		10/2/18		3:59:45		5:09:12		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4023号 ウミホウダイゴウ		VICS設楽 シタラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		携帯発電機により、一時復旧 ケイタイハツデンキイチジフッキュウ						共建 トモダテ				805

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム伊東 イトウ						CFM		C親		10				○				○		10/1/18		0:51:02		10/1/18		0:51:22		0:00:20		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						海放第4171号 ウミホウダイゴウ		いとうエフエム				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTによる回線復旧工事 カイセンフッキュウコウジ						単独 タンドク				806

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム伊東 イトウ						CFM		C親		12				○				○		12/13/18		10:56:00		12/13/18		11:30:00		0:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4171号 ウミホウダイゴウ		いとうエフエム				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		UPSの更新 コウシン						単独 タンドク				807

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親		1				○				○		1/4/19		11:25:07		1/4/19		11:25:25		0:00:18		その他 タ		人為的な要因		誤操作 ゴソウサ				海放第4202号 ウミホウダイゴウ		エフエムあたみゆがわら				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		無音検知装置によるフィラーへの切替え後、手動復旧 ムオンケンチソウチキリカゴシュドウフッキュウ		海放第4202号。海放第5532号 カイホウダイゴウウミホウダイゴウ		27,400		単独 タンドク				808

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親		1				○				○		1/6/19		5:00:11		1/6/19		5:00:29		0:00:18		その他 タ		人為的な要因		誤操作 ゴソウサ				海放第4202号 ウミホウダイゴウ		エフエムあたみゆがわら				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		無音検知装置によるフィラーへの切替え後、手動復旧 ムオンケンチソウチキリカゴシュドウフッキュウ		海放第4202号。海放第5532号 カイホウダイゴウウミホウダイゴウ		27,400		単独 タンドク				809

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親		2				○				○		2/8/19		15:08:37		2/8/19		15:08:55		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		回線障害 カイセンショウガイ				海放第4202号 ウミホウダイゴウ		エフエムあたみゆがわら				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		無音検知装置によるフィラーへの切替え後、手動復旧 ムオンケンチソウチキリカゴシュドウフッキュウ				22,400		単独 タンドク				810

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親		2				○				○		2/17/19		23:00:08		2/17/19		23:00:26		0:00:18		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						海放第4202号 ウミホウダイゴウ		エフエムあたみゆがわら				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキリカ		無音検知装置によるフィラーへの切替え後、手動復旧 ムオンケンチソウチキリカゴシュドウフッキュウ		海放第4202号。海放第5532号 カイホウダイゴウウミホウダイゴウ		27,400		単独 タンドク				811

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FM島田 シマダ						CFM		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		4:34:00		10/2/18		15:59:00		35:25:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		倒木 トウボク				海放第4873号 ウミホウダイゴウ		エフエムしまだ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ケーブルの張替、ノイズフィルターの挿入 ハリカエソウニュウ						単独 タンドク				812

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FM島田 シマダ						CFM		中 チュウ		10				○				○		10/2/18		18:18:00		10/3/18		11:30:00		17:12:00		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4873号 ウミホウダイゴウ		エフエムしまだ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		電源喪失後、翌日発発に給油 デンゲンソウシツゴヨクジツハツハツキュウユ						単独 タンドク				813

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FM島田 シマダ						CFM		中 チュウ		10				○				○		10/3/18		1:29:00		10/4/18		10:50:00		33:21:00		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第5104号 ウミホウダイゴウ		エフエムしまだ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		電源喪失後、翌日発発に給油 デンゲンソウシツゴヨクジツハツハツキュウユ						単独 タンドク				814

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親		11				○				○		11/24/18		8:19:04		11/24/18		8:35:43		0:16:39		その他 ホカ		その他 ホカ		自治体のL-ALART誤報 ジチタイゴホウ				海放第4978号 ウミホウダイゴウ		エフエムすずか				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他) バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		演奏所で手動復旧 エンソウジョシュドウフッキュウ						単独 タンドク				815

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		中 ナカ		10				○				○		10/1/18		7:00:00		10/1/18		18:15:00		11:15:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						海放第5471号 ウミホウダイゴウ		エフエムいず				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ケーブル断線のため、張替 ダンセンハリカエ				1,460		単独 タンドク				816

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		中 チュウ		10				○				○		10/6/18		13:55:00		10/11/18		19:55:00		126:00:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						海放第5471号 ウミホウダイゴウ		エフエムいず				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ケーブル断線のため、張替 ダンセンハリカエ				1,460		単独 タンドク				817

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		C親		10				○				○		10/14/19		16:47:10		10/14/19		16:47:30		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		誤操作 ゴソウサ				海放第5468号 ウミホウダイゴウ		エフエムいず				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))				海放第5469号。海放第5470号。海放第5471号。 ウミホウダイゴウ		11,890		単独 タンドク				818

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		C親		3				○				○		3/4/19		10:55:40		3/4/19		10:56:00		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		誤操作 ゴソウサ				海放第5468号 ウミホウダイゴウ		エフエムいず				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))				海放第5469号。海放第5470号。海放第5471号。 ウミホウダイゴウ		11,890		単独 タンドク				819

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム御殿場 ゴテンバ						CFM		C親		11				○				○		11/3/18		16:45:13		11/3/18		18:43:13		1:58:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		回線障害 カイセンショウガイ				海放第5501号 ウミホウダイゴウ		エフエムごてんば				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応								単独 タンドク				820

				近畿 キンキ				和歌山		和歌山放送 ワカヤマホウソウ						ワイド		中 チュウ		10				○				○		10/5/18		1:06:00		10/5/18		3:02:00		1:56:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						近放102753号		県九度山FM中継局、その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		AM橋本局(1485KHz)放送波を受信して復旧。				2万6千余世帯		共建				821

				近畿 キンキ				京都		京丹後コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/18/18		17:16:23		12/18/18		17:17:03		0:00:40		自然災害 シゼンサイガイ		雷						近放第101880号		エフエムたんご、親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		避雷器（サンコーシャ製SPD）		事業者が自ら対応(系切替)						約2万世帯		単独				822

				近畿 キンキ				京都		エフエムあやべ						CFM		中 チュウ		12				○				○		12/18/18		5:06:20		12/18/18		9:28:34		4:22:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第102770		エフエムあやべ、その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		STL復調器		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源をリセットで復旧。				587世帯		単独				823

				近畿 キンキ				京都		京都コミュニティー放送 キョウトホウソウ						CFM		C親		1				○				○		1/4/19		11:30:00		1/4/19		12:30:00		1:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100667号		京都コミュニティーエフエム、親局				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		コーデックの予備機に放送切り替え。				79,300世帯		個別				824

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビ						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/24/19		1:15:00		1/24/19		1:15:54		0:00:54		その他 タ		人為的な要因		CM時刻入力間違いにより、所定の時刻にCMが放送されず、CMブランク部分の黒味無音が送出された。				近放第100689号		神戸局、親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		設備に故障はない。 セツビコショウ		事業者が自ら対応(自然復旧)				(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。
近放第101540号		約195万世帯		単独				825

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわこ放送 ホウソウ						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/28/19		10:23:49		1/28/19		11:04:05		0:40:16		その他		他の事業者による要因		テストに利用したデータを削除しないまま接続した。 リヨウサクジョセツゾク				近放第101088号		BBC大津DTV、親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		機器故障なし		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		びわ湖放送側でデータの削除		近放第101343号、近放第101344号、近放第101615号、近放第161616号、近放第101836号、近放第101837号、近放第101946号、近放第101947号、近放第101982号、近放第102163号、近放第102610号、近放第102654号、近放第102670号、近放第102671号、近放第102672号、近放第102689号、 キンホウダイゴウ		約48万世帯		単独				826

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親		2				○				○		2/5/19		7:00:00		2/5/19		7:04:46		0:04:46		設備故障		ソフトウェア不具合		APS用のオーディオインターフェイスの不具合ならびに無音検知器の時間設定ミス				近放第101883号		FM TANABE、親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		APSシステムの再起動				約40,000世帯		単独				827

				近畿 キンキ		重 ジュウ		京都		京都放送 キョウトホウソウ						R		親 オヤ		2				○				○		2/17/19		10:24:12		2/17/19		11:20:11		0:55:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		2号送信機装置本体内のリモコン装置用バックアップ内部電池（ニッケル水素電池）の劣化				近放第30号		JOBRきょうとほうそう 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		送信機本体内のリモコン装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		商用停電により、非常用発電機へ自動切換となり、2号送信機にて送信を再度開始しようとするも起動せず。本社演奏所からの制御も不可となる。保守会社（日本エレクトロニツクシステムズ（株））及び京都放送技術局員が現地に出向。11時20分11秒に送信機2号機にて送信再開、復旧となる。				7,977,856世帯		単独				828

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		FMたんばコミュニティー						CFM		C親		3				○				○		3/5/19		12:11:37		3/5/19		12:46:42		0:35:05		その他		人為的な要因		料金未払いによるフレッツ光（STL回線）利用停止。				近放第102739号		たんばコミュニティエフエム、親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用機器により復旧		近放第102740号、近放第102780号		16,958世帯		単独				829

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		3				○				○		3/14/19		2:00:09		3/14/19		2:00:28		0:00:19		その他		人為的な要因						近放第27号		大阪局、親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		音声ミキサー卓ボタン設定ミスにより、スタジオ出力系統にテーマ音楽が送出できず、マスターで無音検知し穴埋フィラー送出。		近放第100120号		約1,234万世帯		単独				830

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						ワイド		親 オヤ		3								0		3/14/19		2:00:09		3/14/19		2:00:28		0:00:19		その他		人為的な要因						近放第27号		大阪局、親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		音声ミキサー卓ボタン設定ミスにより、スタジオ出力系統にテーマ音楽が送出できず、マスターで無音検知し穴埋フィラー送出。				約637万世帯		単独				831

				近畿 キンキ				和歌山		和歌山放送 ワカヤマホウソウ						R		親 オヤ		3				○				○		3/16/19		6:29:00		3/16/19		6:42:00		0:13:00		自然災害		雷						近放第8号		JOVFわかやまほうそう、親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		制御表示盤		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現用放送機を手動起動				102万余世帯		単独				832

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		11				○				○		11/9/18		20:35:35		11/9/18		22:30:51		1:55:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		機器故障 キキコショウ				中放第11825号 チュウホウダイゴウ		ＮＨＫ高宮栃林ＤＧ タカミヤトチバヤシ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		送信機 ソウシンキ		事業者が自ら対応(その他)		出向し、不良箇所を修理して回復 シュッコウフリョウカショシュウリカイフク				25		共建 トモダテ				833

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		日本海テレビジョン放送（株） ニホンカイホウソウカブ						DTV		中 チュウ		3						□		0		3/7/19		11:15:00		3/7/19		12:03:00		0:48:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他の自然災害 シゼンサイガイ		上位局である石見ＤＴＶの放送波受信が気象条件等でレベル低下、信号品質が劣化 ジョウイキョクイワミ				中放第10923号		ＮＫＴ瑞穂ＤＴＶ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他) チュウケイカイセンセツビタ		電波伝搬上の障害 デンパデンパンジョウショウガイ		事業者が自ら対応(自然復旧)		ケーブルテレビ会社、視聴者から電話問合せ。社員出向し到着までに自然復旧。各種測定値、アンテナ、他機器に異常認められず。				890		共建 トモダテ		民放共健　問い合わせ４件 ミンポウキョウケントアケン		834

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		㈱山陰放送 サンインホウソウ						DTV		中 チュウ		3						□		0		3/7/19		11:15:00		3/7/19		12:03:00		0:48:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他の自然災害 シゼンサイガイ		気象条件等が原因で上位局（ＢＳＳ石見ＤＴＶ）からの放送波受信入力レベルが減衰し放送ＴＳ信号の品質が劣化した。				中放第10936号		ＢＳＳ瑞穂ＤＴＶ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他) チュウケイカイセンセツビタ		電波伝搬上の障害		事業者が自ら対応(自然復旧)		エリア内のＣＡＴＶ局から民放３社が映らないとの通報で発覚。現地到着前に自然復旧。事後点検で設備自体に異常なし。				890		共建 トモダテ		民放共健 ミンポウキョウケン		835

		累 ルイ		中国 チュウゴク				島根 シマネ		㈱山陰放送 サンインホウソウ						ワイド		中 チュウ		3				○				○		3/7/19		21:26:50		3/7/19		21:33:53		0:04:38		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第12124号		ＢＳＳ松江ＦＭ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		日本通信ネットワークが提供する電気通信設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応 タジギョウシャデンキツウシン		本社演奏所でアラーム検知。リモコンで予備系統（ＢＳＳ米子Ｒ受信）に切替えたが、それまで３回無音となった。回線の復旧を確認し翌朝に現用回線に戻した。 エンソウジョヨビケイトウヨナゴジュシンキカカイムオンカイセンフッキュウカクニンヨクチョウゲンヨウカイセンモド				209,629		単独 タンドク		ＦＭ補完局 ホカンキョク		836

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		㈱山陰放送 サンインホウソウ						R		親 オヤ		3				○				○		3/21/19		6:34:00		3/21/19		6:36:20		0:02:20		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		放送データの記録処理が次のＣＭの送出発動と重なり送出命令が無視されたため、無音となった。 ホウソウキロクショリツギソウシュツハツドウカサソウシュツメイレイムシムオン				中放第47号 チュウホウダイゴウ		ＢＳＳ米子Ｒ				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(バージョンアップ))		6:34:12から6:36:20の間は、システムが無音を検知して自動的に緊急フィラーを送出した。
二度と同じ状況が発生しないよう、最終的に3/31放送終了後に番組送出設備（送出管理装置）のソフトウェアバージョンアップ（改修）を行った。 アイダムオンケンチジドウテキキンキュウソウシュツニドオナジョウキョウハッセイサイシュウテキホウソウシュウリョウゴバングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチカイシュウオコナ		プラン中放第４８号。中放第７号。中放第６４号。中放第１１３８号。プラン中放第２５５７号。中放第５０５８号。プラン中放第１２１１１号。プラン中放第１２１２４号。 チュウホウダイゴウチュウホウダイゴウチュウホウダイゴウチュウホウダイゴウチュウホウダイゴウチュウホウダイゴウチュウホウダイゴウ		478,169		単独 タンドク		ＦＭ補完局も同様に影響　影響世帯数　322,272世帯 ホカンキョクドウヨウエイキョウエイキョウセタイスウセタイ		837

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン放送㈱ サンインチュウオウホウソウ						DTV		中 チュウ		3						□		0		3/7/19		11:15:00		3/7/19		12:03:00		0:48:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 シゼンサイガイ		気象条件等により上位局である石見ＤＴＶからの放送波受信入力レベルが減衰したため、信号品質が劣化した。 キショウジョウケンナドジョウイキョクイシミホウソウハジュシンニュウリョクゲンスイシンゴウヒンシツレッカ				中放第10956号		TSK瑞穂DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他) チュウケイカイセンセツビタ		電波伝搬上の障害		事業者が自ら対応(自然復旧)		エリア内のCATV局から民放3社が映らないとの通報により発覚。現地到着前に自然復旧。事後点検で設備自体に異常なし。 ナイキョクミンポウシャウツツウホウハッカクゲンチトウチャクマエシゼンフッキュウジゴテンケンセツビジタイイジョウ				890		共建 トモダテ		民放共健 ミンポウキョウケン		838

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島エフエム放送㈱ ヒロシマホウソウ						FM		中 チュウ		10				○				○		10/3/18		16:51:00		10/3/18		17:10:00		0:19:00		その他 タ		人為的な要因		ケーブル接続の誤り				中放第1837号 チュウホウダイゴウ		ＨＦＭ佐東ＦＭ サトウ				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ケーブル接続の誤り		事業者が自ら対応(その他)		作業中、本社からの連絡で放送中断を認識。誤っていた接続ケーブルの取付を元に戻し復旧。 サギョウチュウホンシャレンラクホウソウチュウダンニンシキアヤマセツゾクトリツケモトモドフッキュウ				133,403		単独 タンドク				839

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島エフエム放送㈱ ヒロシマホウソウ						FM		中 チュウ		10				○				○		10/3/18		17:14:00		10/3/18		17:39:00		0:25:00		その他 タ		人為的な要因		ケーブル接続の誤り				中放第1837号 チュウホウダイゴウ		ＨＦＭ佐東ＦＭ サトウ				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ケーブル接続の誤り		事業者が自ら対応(その他)		作業中、本社からの連絡で放送中断を認識。誤っていた接続ケーブルの取付を元に戻し復旧。 サギョウチュウホンシャレンラクホウソウチュウダンニンシキアヤマセツゾクトリツケモトモドフッキュウ				133,403		単独 タンドク				840

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島エフエム放送㈱ ヒロシマホウソウ						FM		中 チュウ		10				○				○		10/22/18		8:36:00		10/22/18		10:30:00		1:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		監視制御装置の障害				中放第3507号 チュウホウダイゴウ		ＨＦＭ世羅甲山ＦＭ セラカブトヤマ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) ホウソウキョクソウシンセツビタ		監視制御装置の障害 カンシセイギョソウチショウガイ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		社員が現地に緊急出向し監視制御装置のリセットを行い復旧。 シャインゲンチキンキュウシュッコウカンシセイギョソウチオコナフッキュウ				6,089		単独 タンドク				841

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		㈱ＦＭはつかいち						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/28/18		13:07:00		11/28/18		13:10:00		0:03:00		その他 タ		人為的な要因		送信所でエアコンの取り換え工事作業中で電源の操作ミスにより停波				中放第10807号 チュウホウダイゴウ		JOZZ8AP-FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) ホウソウキョクソウシンセツビタ		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(その他)		作業員が復旧 サギョウインフッキュウ				67,973		単独 タンドク				842

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		㈱中国コミュニケーションネットワーク チュウゴク						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/23/18		20:00:06		11/23/18		20:14:20		0:14:14		その他 タ		人為的な要因		録音番組データの搬入ミス				中放第10365号		JOZZ8AG-FM				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(系切替)		スタジオに待機していたスタッフが対応し復旧				292,339		単独 タンドク		無音：26秒　フィラー音楽再生:13分48秒 ムオンビョウオンガクサイセイフンビョウ		843

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		㈱ぷらざＦＭ						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/19/19		10:46:00		1/19/19		11:01:00		0:15:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ターミナルアダプタ不調				中放第10430号		JOZZ8AL-FM				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ターミナルアダプタ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		スタッフのモニタリングにより無音を検知。ターミナルアダプタの再起動により復旧した。 ムオンケンチサイキドウフッキュウ				42,630		単独 タンドク				844

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		㈱ＦＭ東広島						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/9/18		13:34:00		12/9/18		13:46:00		0:12:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		UPS不調 フチョウ				中放第12063号		エフエムヒガシヒロシマ				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ		UPS		事業者が自ら対応(系切替)		故障機材を取り外し復旧		中放第12064号。中放第12069号。中放第12068号。中放第12073号。中放第12074号。		84,924		単独 タンドク				845

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		㈱FMみはら						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/28/18		15:00:00		12/28/18		15:00:28		0:00:28		その他 タ		人為的な要因		カフコントローラの誤動作 ゴドウサ				中放第12115号 チュウホウダイゴウ		エフエムみはら				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ		カフコントローラ		事業者が自ら対応(その他)		カフコントローラをリセットすることにより復旧。				43,000		単独 タンドク				846

				四国 シコク				高知県 コウチケン		高知放送 コウチホウソウ						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し2カ所断線				四放第4826号		RKC沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。　		H30年度上半期で報告済み		847

				四国 シコク				高知県 コウチケン		テレビ高知 コウチ						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し2カ所断線				四放第4827号 ヨンホウダイゴウ		KUTV沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。　		H30年度上半期で報告済み		848

				四国 シコク				高知県 コウチケン		高知さんさんテレビ コウチ						DTV		中 チュウ		9								0		9/30/18		16:44:25		10/1/18		14:51:11		22:06:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し3カ所断線				四放第4828号 ヨンホウダイゴウ		KSS沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で2カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。　		H30年度上半期で報告済み		849

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		4:56:13		10/1/18		15:00:23		10:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー枯渇により停波 コカツトナミ				四放第4821号 ヨンホウダイゴウ		ＮＨＫ沖ノ島弘瀬ＤＧ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		出向により予備の非常用発電機によるバックアップを開始し復旧。				37世帯。		共建				850

				四国 シコク				高知県 コウチケン		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		4:56:13		10/1/18		15:00:23		10:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー枯渇により停波				四放第4822号		ＮＨＫ沖ノ島弘瀬ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		出向により予備の非常用発電機によるバックアップを開始し復旧。				37世帯。		共建				851

				四国 シコク		重 ジュウ		愛媛 エヒメ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						R		プ		10				○				○		10/27/18		14:28:12		10/27/18		16:49:00		2:20:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		合成盤ドアＳＷ動作不良				四放第25号		宇和島Ｒ１　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		出向してドアＳＷ（保護回路）を無効化して復旧				125,567世帯。		単独 タンドク				852

				四国 シコク				香川 カガワ		RSK山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/30/18		14:39:08		11/30/18		14:48:18		0:09:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		RSKまえだやまテレビのTTL送信機がアラームを出すことなく故障した。このため予備機への自動切替が行われず、放送事故となった。				四固第4102号 ヨンカタメルダイゴウ		RSKまえだやまテレビ				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		RSKまえだやまテレビの子局（計7局）からアラーム発報され、異常の内容より当該装置が原因と判断。本社マスターに設置しているRSK高松DTVのリモコンにて系切替を実施。全局復旧を確認した。		プラン四放第4311号、四放第4434号、プラン四放第4407号、四放第4595号、四放第4541号、四放第4572号、四放第4490号		188,954世帯				※各中継局の合計世帯数		853

				四国 シコク				香川 カガワ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						R		中 ナカ		2				○				○		2/19/19		18:15:17		2/19/19		18:54:04		0:38:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第3213号 ヨンホウダイゴウ		RNC白鳥R。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		音声遅延装置		事業者が自ら対応(系切替)		ラジオマスターにて異常を検知後、出向して系統切替にて復旧				77,105世帯。		単独 タンドク				854

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエムラジオ放送						CFM		C親		3				○				○		3/11/19		9:15:00		3/11/19		9:35:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第4153号 ヨンホウダイゴウ		こうちシティーエフエムラジオほうそう。親局				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		光回線終端装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		局員が断続的な音声断を検知。ＯＮＵ異常を特定し再起動、その後予備品と交換。								再起動後通常に起動 念のため新品に交換措置		855

				四国 シコク				香川 カガワ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		3				○				○		3/17/19		10:31:41		3/17/19		13:50:17		3:18:36		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受信所送りAC30Vのブレーカーがトリップ				四放第4858号		ＮＨＫ詫間名部戸ＤＧ　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		出向してブレーカー再投入により復旧				84世帯。		共建				856

				四国 シコク				香川県 カガワケン		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		3								0		3/17/19		10:31:41		3/17/19		13:50:17		3:18:36		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受信所送りAC30Vのブレーカーがトリップ				四放第4859号 ヨンホウダイゴウ		ＮＨＫ詫間名部戸ＤE　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		出向してブレーカー再投入により復旧				84世帯。		共建				857

				四国 シコク				香川県 カガワケン		西日本放送 ニシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/17/19		10:31:41		3/17/19		13:50:17		3:18:36		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受信所送りAC30Vのブレーカーがトリップ				四放第4888号 ヨンホウダイゴウ		RNC詫間名部戸DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		出向してブレーカー再投入により復旧				92世帯 セタイ		共建				858

				四国 シコク				香川県 カガワケン		瀬戸内海放送 セトナイカイホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/17/19		10:31:41		3/17/19		13:50:17		3:18:36		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受信所送りAC30Vのブレーカーがトリップ				四放第4883号 ゴウ		KSB詫間名部戸DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		出向してブレーカー再投入により復旧				91世帯 セタイ		共建				859

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		8:58:08		10/1/18		12:36:42		3:38:34		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第9124号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		電力会社復電により復旧 デンリョクカイシャフクデンフッキュウ		NHK中之島東DG（九放第11321号） ナカノシマヒガシキュウホウダイゴウ		118		単独 タンドク				860

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		プ		10				○				○		10/1/18		23:30:26		10/2/18		7:46:28		8:16:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第9222号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク		NHK天城DG（九放第10390号）。NHK伊仙DG（九放第11386号）。NHK面縄DG（九放第10389号）。NHK知名DG（九放第9256号）。NHK田皆DG（九放第10394号）。NHK与論DG（九放第9634号）。 アマギキュウホウダイゴウイセンゴウオモナワゴウチナゴウタミナゴウヨロンゴウ		21,974		単独 タンドク				861

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		5:29:30		10/1/18		16:48:37		11:19:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第10854号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		電力会社復電により復旧 デンリョクカイシャフクデンフッキュウ				325		単独 タンドク				862

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		8:58:08		10/1/18		12:36:42		3:38:34		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第9125号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		電力会社復電により復旧 デンリョクカイシャフクデンフッキュウ		NHK中之島東DE（九放第11322号） ナカノシマヒガシキュウホウダイゴウ		118		単独 タンドク				863

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		プ		10								0		10/1/18		23:30:26		10/2/18		1:41:30		2:11:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第9223号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク		NHK天城DE（九放第10391号）。NHK伊仙DE（九放第11387号）。NHK面縄DE（九放第10392号）。NHK知名DE（九放第9257号）。NHK田皆DE（九放第10395号）。NHK与論DE（九放第9635号）。 アマギキュウホウダイゴウイセンゴウオモナワゴウチナゴウタミナゴウヨロンゴウ		21,974		単独 タンドク				864

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		プ		10								0		10/2/18		5:29:30		10/2/18		7:46:28		2:16:58		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第9223号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク		NHK天城DE（九放第10391号）。NHK伊仙DE（九放第11387号）。NHK面縄DE（九放第10392号）。NHK知名DE（九放第9257号）。NHK田皆DE（九放第10395号）。NHK与論DE（九放第9635号）。 アマギキュウホウダイゴウイセンゴウオモナワゴウチナゴウタミナゴウヨロンゴウ		21,974		単独 タンドク				865

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		23:50:18		10/2/18		7:46:28		7:56:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第878号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク		NHK知名FM（九放第879号） チナキュウホウダイゴウ		15,880		単独 タンドク				866

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						R		中		10				○				○		10/2/18		1:25:42		10/2/18		7:46:28		6:20:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第11457号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク				10,983		単独 タンドク				867

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						R		中		10				○				○		10/2/18		5:59:50		10/2/18		7:46:28		1:46:38		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風２４号による停電 タイフウゴウテイデン				九放第11458号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用自家発電装置の修理にて回復 ヒジョウヨウジカハツデンソウチシュウリカイフク				10,983		単独 タンドク				868

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		親 オヤ		10				○				○		10/12/18		15:50:00		10/12/18		15:53:20		0:03:20		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						九放第8888号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（音声調整装置） バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		音声ミキサー制御部を再起動して、本体とのインターフェースを復活させ、復旧。 オンセイセイギョブサイキドウホンタイフッカツフッキュウ		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		295,160		単独 タンドク		15:50:00～15:51:15　音声がBGMのみ（1分15秒間）
15:51:15～15:51:23　無音（8秒間）
15:51:23～15:51:55　音声がBGMのみ（32秒間）
15:51:55～15:52:27　無音（32秒間）
15:52:27～15:52:45　音声がBGMのみ（18秒間）
15:52:45～15:53:20　無音（35秒間）		869

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		親 オヤ		10				○				○		10/17/18		1:25:00		10/17/18		1:35:00		0:10:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						九放第8888号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビタ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他) バングミソウシュツセツビタ		番組サーバ バングミ		事業者が自ら対応(その他)		送出機器を直接スタート動作させようと操作しましたが、それでもスタートしなかったため、お天気カメラを送出し、その間に番組のVTRを準備、整い次第、予定の番組を送出。		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		295,160		単独 タンドク		25:25:00～25:30:00
映像がフリーズ状態（音声は、無音）（5分間）
放送予定の番組の冒頭で止まっている状態。
25:30:00～25:35:00
お天気カメラ（音声は、無音）（5分間）
25:35:00～放送予定の番組を放送。（ここから正常放送）		870

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/22/18		4:13:00		10/22/18		10:13:52		6:00:52		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						九放第9505号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(系切替)		正常な系統に戻し復旧 セイジョウケイトウモドフッキュウ				10,459		単独 タンドク				871

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/22/18		5:29:30		10/22/18		10:13:52		4:44:22		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						九放第9508号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(系切替)		正常な系統に戻し復旧 セイジョウケイトウモドフッキュウ				10,459		単独 タンドク				872

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○				○		11/16/18		8:53:56		11/16/18		10:21:29		1:27:33		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電力増幅器の故障 デンリョクゾウフクキコショウ				九放第10023号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他) タ		故障部品を修理して回復 コショウブヒンシュウリカイフク				4,691		単独 タンドク				873

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/13/19		16:38:55		1/13/19		16:50:05		0:11:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						九放第8888号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビタ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		営放システム エイ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		演奏所にて手動操作を行いＣＭ枠に（グレー映像を回避するため）フィラーを送出し、欠落したＣＭについては同枠、次枠で救済済み		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		295,160		単独 タンドク		①16:38:55-16:39:11(CM枠）
フジテレビCM枠（グレー映像・無音）を約16”送出
②16:39:11-16:40:34
マスター手動により(1’23”)　差し替えフィラー送出
③16:40:34-
本編に戻ったが本来は、16:40:25戻りだったため本編が9”欠落
④16:48:04-16:50:05(CM枠)
救済が間に合わず（120”)差し替えフィラー送出
その際、手動切り替えのタイムラグで冒頭グレー映像・無音を約1秒送出
⑤16:50:05-
本編に戻ったが本来は、16:50:04		874

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 チュウ		1				○				○		1/22/19		17:05:07		1/22/19		19:07:42		2:02:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11314号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地に出向し、故障ユニットを交換し放送回復 ゲンチシュッコウコショウコウカンホウソウカイフク				648		共建 キョウダテ				875

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		天草ケーブルネットワーク アマクサ						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/29/19		7:36:00		1/29/19		7:36:30		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						九放第11467号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		番組復旧作業を行い、30秒後に復旧 バングミフッキュウサギョウオコナビョウゴフッキュウ		九放第11468号、九放第11469号、九放第11470号、九放第11471号、九放第11472号、九放第11473号 キュウホウダイゴウ		12,000		単独 タンドク				876

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○				○		2/17/19		22:35:26		2/18/19		0:44:00		2:08:34		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10073号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地に出向し、故障ユニットを交換し放送回復 ゲンチシュッコウコショウコウカンホウソウカイフク				315		共建 キョウダテ				877

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエム長崎 ナガサキ						FM		中 チュウ		3				○				○		3/11/19		17:46:17		3/11/19		21:31:55		3:45:38		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第2243号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(その他)		反射値異常検知しきい値を変更し、仮復旧。
放送終了時間を利用し原因究明作業、補修実施。
 リヨウゲンインホシュウジッシ		九放第6636号 キュウホウダイゴウ		157,484		単独 タンドク				878

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		有明ねっとこむ アリアケ						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/11/19		10:14:16		3/11/19		10:14:34		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第11441号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（電源設備 ） バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		生放送中に停電発生。停電発生の18秒後に無音検知器作動。商用電源復旧に伴い、放送再開。				73,507		単独 タンドク				879

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		3				○				○		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10602号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				880

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニッポンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10604号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				881

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10530号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				882

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		九州朝日放送 キュウシュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10544号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				883

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニッポン						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10569号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				884

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送 フクオカホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10565号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				885

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		TVQ九州放送 キュウシュウホウソウ						DTV		中 チュウ		3								0		3/15/19		20:37:00		3/15/19		22:00:07		1:23:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による電源装置MCCBトリップ ライガイデンゲンソウチ				九放第10609号 キュウホウダイゴウ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、MCCB再投入で復旧 ゲンチシュッコウサイトウニュウフッキュウ				752		共建 キョウダテ				886

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		コミュニティメディアパートナーズ福岡 フクオカ						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/21/19		8:00:00		3/21/19		9:31:00		1:31:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11340号 キュウホウダイゴウ		番組送出設備（音声調整装置） バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)						52,200		単独 タンドク				887

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DG) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/1/18		3:43:49		10/1/18		10:13:22		6:29:33		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用電源が停電。バッテリー枯渇により停波。				沖放第683号 オキホウダイゴウ		伊是名西DG イゼナニシ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源復電により復旧。 ショウヨウデンゲンフクデンフッキュウ		無し ナ		489		DE,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				888

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DG) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/5/18		7:58:05		10/5/18		11:13:22		3:15:17		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用電源が停電。非常用自家発電装置故障により停波。				沖放第583号 オキホウダイゴウ		久米島DG クメジマ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源復電により復旧。 ショウヨウデンゲンフクデンフッキュウ		久米島東DG クメジマヒガシ		4,406		DE,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				889

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DG) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/7/18		20:08:29		10/7/18		22:33:42		2:25:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		DGの装置（基本部ユニット）の故障				沖放第704号 オキホウダイゴウ		辺野古DGのみ ヘノコ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		基本部ユニットを予備の装置に取り換えて復旧		無し ナ		336						890

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DG) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		1				○				○		1/11/19		15:08:00		1/12/19		1:42:00		10:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信給電線劣化 ソウシンキュウデンセンレッカ				沖放第681号 オキホウダイゴウ		大度DG オオド		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				他事業者(電気事業者)にて対応		仮設した送信給電線に切り替えて復旧 カセツソウシンキュウデンセンキカフッキュウ		無し ナ		314		DE,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				891

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DE) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		3:43:49		10/1/18		10:13:22		6:29:33		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用電源が停電。バッテリー枯渇により停波。				沖放第684号 オキホウダイゴウ		伊是名西DE イゼナニシ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源復電により復旧。 ショウヨウデンゲンフクデンフッキュウ		無し ナ		489		DG,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				892

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DE) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		10								0		10/5/18		7:58:05		10/5/18		9:42:28		3:15:17		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用電源が停電。非常用自家発電装置故障により停波。				沖放第584号 オキホウダイゴウ		久米島DE クメジマ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源復電により復旧。 ショウヨウデンゲンフクデンフッキュウ		久米島東DE クメジマヒガシ		4,406		DG,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				893

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		日本放送協会　沖縄放送局（沖縄DE) ニホンホウソウキョウカイオキナワホウソウキョクオキナワ						DTV		中 チュウ		1								0		1/11/19		15:08:00		1/12/19		1:42:00		2:25:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信給電線劣化 ソウシンキュウデンセンレッカ				沖放第682号 オキホウダイゴウ		大度DE オオド		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				他事業者(電気事業者)にて対応		仮設した送信給電線に切り替えて復旧 カセツソウシンキュウデンセンキカフッキュウ		無し ナ		314		DG,DRBC,DOTV,DQABと共建 トモダテ				894

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		沖縄テレビ放送株式会社 オキナワホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		3:43:00		10/1/18		10:13:00		6:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。 タイフウショウヨウテイデンウンヨウコカツテイナミ				沖放第677号 オキホウダイゴウ		OTV伊是名西DTV イゼナニシ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ				527		共建。 トモダテ				895

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		沖縄テレビ放送株式会社 オキナワホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/5/18		8:51:00		10/5/18		9:42:00		0:51:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。発電機運用していたが、不具合発生に伴い発電機が停止。停波。 タイフウショウヨウテイデンハツデンキウンヨウフグアイハッセイトモナハツデンキテイシテイナミ				沖放第592号 オキホウダイゴウ		OTV久米島DTV クメジマ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ		沖放第610号　OTV久米島東DTV オキホウダイゴウクメジマヒガシ		3,003		共建 トモダテ				896

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		沖縄テレビ放送株式会社 オキナワホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		1								0		1/11/19		15:08:00		1/12/19		1:42:00		10:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信給電線劣化 ソウシンキュウデンセンレッカ				沖放第679号 オキホウダイゴウ		OTV大度DTV オオド		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		仮設した送信給電線に切り替えて復旧 カセツソウシンキュウデンセンキカフッキュウ				314		共健 キョウケン				897

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球放送株式会社 リュウキュウホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		3:43:00		10/1/18		10:13:00		6:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。 タイフウショウヨウテイデンウンヨウコカツテイナミ				沖放第674号 オキホウダイゴウ		伊是名西DTV イゼナニシ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ				527		共健 キョウケン				898

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球放送株式会社 リュウキュウホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/5/18		8:51:00		10/5/18		9:42:00		0:51:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。発電機運用していたが、不具合発生に伴い発電機が停止。停波。 タイフウショウヨウテイデンハツデンキウンヨウフグアイハッセイトモナハツデンキテイシテイナミ				沖放第593号 オキホウダイゴウ		久米島DTV クメジマ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ		沖放第607号（久米島東DTV） オキホウダイゴウクメシマヒガシ		4,328		共健 キョウケン		久米島DTV3,003世帯、久米島東DTV1,325世帯） クメシマセタイクメジマヒガシセタイ		899

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球放送株式会社 リュウキュウホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		1								0		1/11/19		15:08:00		1/12/19		1:42:00		10:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信給電線劣化 ソウシンキュウデンセンレッカ				沖放第680号 オキホウダイゴウ		大度DTV オオド		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				他事業者(電気事業者)にて対応		仮設した送信給電線に切り替えて復旧 カセツソウシンキュウデンセンキカフッキュウ				314		共健 キョウケン				900

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球朝日放送株式会社 リュウキュウアサヒホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/1/18		3:43:00		10/1/18		10:13:00		6:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。バッテリー運用していたが、バッテリー枯渇により停波。 タイフウショウヨウテイデンウンヨウコカツテイナミ				沖放第673号 オキホウダイゴウ		伊是名西DTV イゼナニシ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ				527		共健 キョウケン				901

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球朝日放送株式会社 リュウキュウアサヒホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		10								0		10/5/18		8:51:00		10/5/18		9:42:00		0:51:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により商用停電。発電機運用していたが、不具合発生に伴い発電機が停止。停波。 タイフウショウヨウテイデンハツデンキウンヨウフグアイハッセイトモナハツデンキテイシテイナミ				沖放第594号 オキホウダイゴウ		久米島DTV クメジマ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用復電により復旧。 ショウヨウフクデンフクキュウ		沖放第613号（久米島東DTV) オキホウダイゴウクメジマヒガシ		4,238		共健 キョウケン		久米島DTV3,003世帯、久米島東DTV1,325世帯） クメシマセタイクメジマヒガシセタイ		902

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		琉球朝日放送株式会社 リュウキュウアサヒホウソウカブシキカイシャ						DTV		中 チュウ		1								0		1/11/19		15:08:00		1/12/19		1:42:00		10:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信給電線劣化 ソウシンキュウデンセンレッカ				沖放第678号 オキホウダイゴウ		大度DTV オオド		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系) ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				他事業者(電気事業者)にて対応		仮設した送信給電線に切り替えて復旧 カセツソウシンキュウデンセンキカフッキュウ				314		共健 キョウケン				903

				沖縄 オキナワ		累 ルイ		沖縄 オキナワ		琉球放送株式会社 リュウキュウホウソウカブシキカイシャ						R		親 オヤ		2				○				○		2/5/19		13:33:00		2/5/19		14:45:00		0:11:00		その他 タ		他の事業者による要因 タジギョウシャヨウイン		鉄塔塗装で鉄塔を養生している中、雨が降りアンテナインピーダンスが変動。それに伴い送信出力が上限値を超え出力異常となり、放送機停止となった。 テットウトソウテットウヨウジョウナカアメフヘンドウトモナソウシンシュツリョクジョウゲンチコシュツリョクイジョウホウソウキテイシ				沖放第23号 オキホウダイゴウ		那覇R ナハ		放送局の送信設備（送信機）		放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、送信出力を調整。 ゲンチシュッコウソウシンシュツリョクチョウセイ				560,424		共健 キョウケン				904

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		株式会社エフエム沖縄 カブシキカイシャオキナワ						FM		親 オヤ		3				○				○		3/30/19		17:38:00		3/31/19		0:09:00		6:31:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		中継架空ケーブル断。ケーブルを支持している鋼線に何らかの外力が係り切断。 チュウケイカクウダンシジコウセンナンガイリョクカカセツダン				沖放第800号 オキホウダイゴウ		エフエム沖縄伊良部 オキナワイラブ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT技術要員が現場に赴き、該当箇所の鋼線を敷設交換。ケーブルを再接続 ギジュツヨウインゲンバオモムガイトウカショコウセンシキセツコウカンサイセツゾク				21,977		共健 キョウケン				905

				沖縄 オキナワ				沖縄県 オキナワケン		有限会社石垣コミュニティーエフエム ユウゲンカイシャイシガキ						CFM		C親 オヤ		2								0		2/18/19		23:16:40		2/21/19		13:00:00		61:43:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所から送信所へのISDN回線が劣化により切れ音声が送れなくなり３０秒の無音が発生した。 エンソウジョソウシンジョカイセンレッカキオンセイオクビョウムオンハッセイ				沖放第575号 オキホウダイゴウ				中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル) チュウケイカイセンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		原因究明に時間を要し、完全復旧が遅くなってしまった。　バックアップシステムによる放送が途切れることは無かった。 ゲンインキュウメイジカンヨウカンゼンフッキュウオソホウソウトギナ				23,142		共健 キョウケン				906

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄ラジオ株式会社 オキナワカブシキカイシャ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/5/18		10:23:00		10/5/18		10:31:00		0:08:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風２５号により、商用電源が停止。				沖放第620号 オキホウダイゴウ				放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		停電後は発電機に切り替えて通常放送を行った。 テイデンゴハツデンキキカツウジョウホウソウオコナ				37,815		共健 キョウケン		建物全体の電気の復旧自体は１２：４９ タテモノゼンタイデンキフッキュウジタイ		907
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																												0										0:00:00																																		1596

																												0										0:00:00																																		1597

																												0										0:00:00																																		1598

																												0										0:00:00																																		1599

																												0										0:00:00																																		1600

																												0										0:00:00																																		1601

																												0										0:00:00																																		1602

																												0										0:00:00																																		1603

																												0										0:00:00																																		1604

																												0										0:00:00																																		1605

																												0										0:00:00																																		1606

																												0										0:00:00																																		1607

																												0										0:00:00																																		1608

																												0										0:00:00																																		1609

																												0										0:00:00																																		1610

																												0										0:00:00																																		1611

																												0										0:00:00																																		1612

																												0										0:00:00																																		1613

																												0										0:00:00																																		1614

																												0										0:00:00																																		1615

																												0										0:00:00																																		1616

																												0										0:00:00																																		1617

																												0										0:00:00																																		1618

																												0										0:00:00																																		1619

																												0										0:00:00																																		1620

																												0										0:00:00																																		1621

																												0										0:00:00																																		1622

																												0										0:00:00																																		1623

																												0										0:00:00																																		1624

																												0										0:00:00																																		1625

																												0										0:00:00																																		1626

																												0										0:00:00																																		1627

																												0										0:00:00																																		1628

																												0										0:00:00																																		1629

																												0										0:00:00																																		1630

																												0										0:00:00																																		1631

																												0										0:00:00																																		1632

																												0										0:00:00																																		1633

																												0										0:00:00																																		1634

																												0										0:00:00																																		1635

																												0										0:00:00																																		1636

																												0										0:00:00																																		1637

																												0										0:00:00																																		1638

																												0										0:00:00																																		1639

																												0										0:00:00																																		1640

																												0										0:00:00																																		1641

																												0										0:00:00																																		1642

																												0										0:00:00																																		1643

																												0										0:00:00																																		1644

																												0										0:00:00																																		1645

																												0										0:00:00																																		1646



H28年度分より、　
　・停電して非常用発電機が起動するまでの　数秒～十数秒の短い停電(×)
　・フェージング(□)
　・STL/TTL受信アンテナへの着雪（中継局）(△)
は集計対象から外すことにしたため、除外処理用にチェック行を新たに設けた。

従来はＬ列に○がついているものを集計対象としていたが、H28年度分よりＬ列に丸がついているデータのうち、Ｍ列にチェックが付いているデータは除外して集計する。

Ｌ列・M列の値から自動計算するので、手入力しないこと。

書き込み禁止に設定したかったが、行のコピー・挿入も出来なくなるため、あきらめた。

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

伝送回線の外部通信　混雑の影響により、映像音声に乱れが最長2分以内、　合計14分以内で発生した。

21:18:39～21:21:40 3m1s
21:22:25～21:23:18 0m53s

計 3m54s

21:18:38～21:19:40 1m2s
21:22:25～21:23:27 1m2s
21:24:15～21:24:40 0m25s

計 2m29s

2018/9/6
3:50:00～16:30:00 12h40m00s
2018/9/7
8:00:00～15:00:00 7h00m00s
2018/9/8
8:30:00～11:30:00 3h00m00s
計 22h40m

2018/9/6
3:50:00～4:13:00 23m00s
5:16:00～5:20:00 4m00s

計 3m54s

2018/9/6
3:25:22～4:51:37 1h26m15s
7:13:00～12:30:00 5h17m00s

計 6h43m15s

2018/9/6
5:40:00～6:40:00 1h00m00s
10:49:00～11:05:00 6m00s

計 1h06m00s

2018/9/6
3:08:19～3:08:28 9s
3:25:25～3:25:34 9s

計 9s

2018/9/6
3:08:29～3:08:37 9s
3:25:22～3:25:30 9s

計18s

2018/9/6
1:57:56～1:581014s
3:27:06～3:27:20 14s

計 28s

河合　信城(013605):
未記入のため当方で記載

河合　信城(013605):
事故と扱うべき？

河合　信城(013605):
地震による停電なら停電。停電の影響はなく、確認のための停波ならその他。

河合　信城(013605):
停電なので、並びをとり
修正

河合　信城(013605):
空欄だったため並びで記載

河合　信城(013605):
空欄

河合　信城(013605):
上位局のエラーの原因とは？

河合　信城(013605):
他事業者との並び

2018/9/23
11:40:00～11:50:34 10m34s
11:52:05～11:52:43 38s
11:55:00～11:56:54 1m54s

計 13m6s

2018/5/22
13:58:52～13:58:53 1s
14:22:37～14:22:38 1s
15:41:35～15:41:36 1s
16:49:45～16:49:46 1s

計 4s

2018/7/6
14:48:48～14:48:49 1s
15:35:59～15:36:00 1s
16:55:26～16:55:27 1s

計 4s

河合　信城(013605):
並び

河合　信城(013605):
並び

河合　信城(013605):
7月の事故を1件とカウント

河合　信城(013605):
点検のための停波の扱いについて。

2018/6/4
2:38:40～2:40:04 1m24s
2:59:14～2:59:19 5s
3:17:17～3:17:30 13s
3:29:17～3:29:23 6s
計 1m48s

河合　信城(013605):
予備系は停止外として記載

河合　信城(013605):
16:407になっていたけど正しい時刻？

河合　信城(013605):
オーディオプロセッサーとは？

河合　信城(013605):
重大事故の除外理由？

2018/4/20
18:29:05～18:29:21 16s
18:31:19～18:31:27 8s
18:31:29～18:31:38 9s
計 33s

2018/9/23
11:44:11～11:46:15 2m4s
11:54:45～11:56:36 1m51s
計 3m55s

2018/7/7
4:17:51～4:24:01 6m10s
6:01:12～6:09:06 7m54s
計 14m4s

2018/5/25
22:00:00～22:07:53 7m53s
22:11:26～22:11:40 14s
計 8m7s

2018/9/30
15:15:45～16:59:37 1h43m52s
19:22:41～20:40:06 1h17m25s
計 3h1m17s

2018/9/30
11:40:00～11:51:10 11m10s
11:51:23～11:51:28 5s
11:53:58～11:56:51 2m53
計 14m8s

2018/9/29
14:38:00～16:05:00 1h27m00s
16:55:00～21:49:00 4h54m00s
計 6h21m00s

2018/9/29
14:38:00～16:05:00 1h27m00s
16:55:00～21:49:00 4h54m00s
計 6h21m00s

2018/9/29
14:38:00～16:05:00 1h27m00s
16:55:00～21:49:00 4h54m00s
計 6h21m00s

河合　信城(013605):
中国と重複

断続的に発生したものであり、字幕未送出時
間(累計22分51秒）は、以下の通り。
■2018/10/13
(1)22:07:12～22:11:16（04分04秒間）
(2)22:27:39～22:31:32（03分53秒間）
(3)22:47:04～22:50:28（03分24秒間）
(4)23:01:24～23:04:41（03分17秒間）
(5)23:27:12～23:29:36（02分24秒間）
(6)23:50:39～23:56:16（05分37秒間）
■2018/10/14
(7)0:24:30～0:24:42（00分12秒間）

2019/3/7
21:26:50～21:27:27 37s
21:28:57～21:29:12 15s
21:30:07～21:33:53 46s
計 33s

2019/2/5
13:33:00～13:37:00 4m
14:02:00～14:04:00 2m
14:40:00～14:45:00 5m
11m

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

2018/10/1
8:01:00～14:25:00 6m24m00s
16:40:00～9:50:00 17h10m00s
計 23h34m00s

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
集計対象ではない理由？

河合　信城(013605):
フィラー開始まで

2018/9/17
19:32:15～19:34:30 2m15s
19:49:23～19:58:32 9m9s
20:03:14～20:05:42 2m31s
計 1m10s



29　集計用 

		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ				メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		除外
(瞬停、着雪) ジョガイシュンテイチャクセツ		最終集計対象 サイシュウシュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ

				北海道 ホッカイドウ

				東北 トウホク												ワイド																																												他事業者(電気事業者)にて対応 タジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ

				関東 カントウ												DTV																																												事業者が自ら対応(ソフトウエア修正) シュウセイ

				信越 シンエツ												FM																																												事業者が自ら対応(ハードウェア交換) ジギョウシャミズカタイオウコウカン

				東海 トウカイ												CFM																								設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ																		事業者が自ら対応(その他)

				北陸 ホクリク												幹 ミキ		C親 オヤ										0												自然災害 シゼンサイガイ		ソフトウェア不具合																		他事業者(電気通信事業者)にて対応 タジギョウシャデンキツウシンジギョウシャタイオウ

				近畿 キンキ												FCM		親 オヤ																						回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ

				中国 チュウゴク												R		プ																						停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応(自然復旧)

				四国 シコク												般 ハン		中 チュウ						○		×		○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応(系切替)

				九州 キュウシュウ												MM										□																人為的な要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応(ハードウェア修復)

				沖縄 オキナワ												短 タン										△																												番組送出設備						他事業者(他の放送事業者)にて対応 タジギョウシャタホウソウジギョウシャタイオウ

																												0										0:00:00

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				ジェイ・スポーツ						幹 カン				4				○				○		4/1/17		17:50:00		4/1/17		20:30:00		2:40:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		BS上で当該番組枠のみ限定のティアビット設定（Bリーグセット加入者へのスクランブル解除）をＳＩ／ＥＰＧ端末上で設定すべきところ、失念。				BS第81号 ダイゴウ		243　J　SPORTS2				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		営放システム エイホウ		事業者が自ら対応(その他) タ		Bリーグセット加入者に無料提供

				本省 ホンショウ						ジェイ・スポーツ						幹 カン				4								0		4/25/17		0:00:00		4/25/17		0:03:11		0:03:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						BS第80号,81号,85号,86号 ダイゴウゴウゴウゴウ		242　J　SPORTS1				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリクス） バングミソウシュツセツビソウシュツ		フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替)										242　JSPORTS1

				本省 ホンショウ						ジェイ・スポーツ						幹 カン				4								0		4/25/17		0:26:00		4/25/17		0:27:44		0:01:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						BS第81号 ダイゴウ		243　J　SPORTS2				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリクス） バングミソウシュツセツビソウシュツ		フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替)										243　JSPORTS2

				本省 ホンショウ						釣りビジョン ツ						幹 カン				4								0		4/26/17		2:47:01		4/26/17		2:50:59		0:03:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						BS第87号 ダイゴウ		251　BS釣りビジョン ツ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリクス） バングミソウシュツセツビソウシュツ		フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替)										251　BS釣りビジョン ツ

				本省 ホンショウ						釣りビジョン ツ						幹 カン				4								0		4/26/17		3:03:30		4/26/17		3:59:45		0:56:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						BS第87号 ダイゴウ		251　BS釣りビジョン ツ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリクス） バングミソウシュツセツビソウシュツ		フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替)										251　BS釣りビジョン ツ

				本省 ホンショウ						GAORA						幹 カン				5				○				○		5/22/17		17:44:51		5/22/17		17:54:41		0:09:50		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						CS第162号 ダイゴウ						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビタ		IPコーデック		他事業者(電気通信事業者)にて対応 タジギョウシャデンキツウシンジギョウシャタイオウ		予備系に切替え復旧 ヨビケイキリカエフッキュウ								回線のトラフィックに問題があることが判明。ネットワーク論理構成の見直しを行い対策済 カイセンモンダイハンメイロンリコウセイミナオオコナタイサクズ

				本省 ホンショウ						スカパーエンターテイメント						幹 カン				5				○				○		5/19/17		19:08:35		5/19/17		19:11:21		0:02:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ								331　カートゥーン　ネットワーク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリクス） バングミソウシュツセツビソウシュツ		フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替)										331　カートゥーン　ネットワーク

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8				○				○		8/29/17		14:30:02		8/29/17		14:32:57		0:02:55		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン								342　ヒストリーチャンネル				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（その他） チキュウキョクセツビタ		多重化装置の制御装置 タジュウカソウチセイギョソウチ		事業者が自ら対応(系切替)		保守作業の遅延によりスクランブル放送のところノンスクランブルで放送。多重化装置を予備系に切替え復旧 ホシュサギョウチエンホウソウホウソウタジュウカソウチヨビケイキリカフッキュウ								342　ヒストリーチャンネル

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				CS日本 ニホン						幹 カン				4				○				○		4/14/17		22:00:00		4/14/17		22:17:31		0:17:31		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		HDクリップバンクシステム　送出コントローラ不具合 フグアイ				CS第54号		CS Ch.321				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビタ		HDクリップバンクシステム　送出コントローラ（スペースシャワーネットワーク社内）		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現象発生後の「22:05:18」に当該番組の放送データ（プレイリストデータ）の再保存

																												0										0:00:00

				本省 ホンショウ						グリーンチャンネル						幹 ミキ				4								0		4/12/17		3:04:07		4/12/17		3:10:58		0:06:51		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						ジェイ・スポーツ						幹 ミキ				4								0		4/12/17		3:04:07		4/12/17		3:10:58		0:06:51		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						スターチャンネル						幹 カン				4								0		4/12/17		3:02:51		4/12/17		3:08:45		0:05:54		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						日本BS放送 ニホンホウソウ						幹 カン				4								0		4/12/17		3:02:51		4/12/17		3:08:08		0:05:17		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						BS朝日 アサヒ						幹 カン				4								0		4/12/17		3:03:26		4/12/17		3:10:08		0:06:42		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						BSTBS						幹 カン				4								0		4/12/17		3:03:26		4/12/17		3:10:08		0:06:42		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						BS日本 ニホン						幹 カン				4								0		4/12/17		3:02:15		4/12/17		3:07:13		0:04:58		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						ビーエスフジ						幹 カン				4								0		4/12/17		3:02:15		4/12/17		3:07:13		0:04:58		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						ワールド・ハイビジョン・チャンネル						幹 カン				4								0		4/12/17		3:02:51		4/12/17		3:08:08		0:05:17		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				4				○				○		4/12/17		3:03:26		4/12/17		3:10:08		0:06:42		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				4				○				○		4/12/17		3:02:51		4/12/17		3:08:08		0:05:17		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				4				○				○		4/12/17		3:02:15		4/12/17		3:07:13		0:04:58		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				4				○				○		4/12/17		3:04:07		4/12/17		3:10:58		0:06:51		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3c）の姿勢異常 エイセイシセイイジョウ				関宇521号、第525号、553号 セキサカイゴウダイゴウゴウ		BS1CH,3CH,13CH,19CH				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）		姿勢検出系 シセイケンシュツケイ		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3cの姿勢異常により放送断。BSAT-3a（BS9ch,13ch）及び3b（BS1ch,BS19ch）への切替をch毎に実施。 オヨ

																												0										0:08:34

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				4				○				○		4/22/17		21:13:11		4/22/17		21:13:20		0:00:09		回線障害		その他												番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		TS監視装置の信号の誤認知。本番系TS信号への切戻しにより復旧。								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般				4				○				○		4/11/17		3:59:53		4/11/17		3:59:58		0:00:05		設備故障		自然故障												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		送信装置の不具合のため予備系統へ切替え。

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般				5				○				○		5/21/17		15:22:58		5/21/17		15:23:48		0:00:50		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(その他)		EPG送出装置		事業者が自ら対応(系切替)		EPG未送出が認知されたため予備系統へ切替え。

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般				8				○				○		8/5/17		7:59:23		8/5/17		7:59:37		0:00:14		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダーの不具合のため予備系統へ切替え。

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般				7				○				○		7/18/17		14:56:04		7/18/17		17:07:46		0:15:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般				8				○				○		8/1/17		13:56:18		8/1/17		15:42:18		0:53:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般				8				○				○		8/19/17		18:51:39		8/19/17		19:40:54		0:44:54		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般				9				○				○		9/18/17		1:03:09		9/18/17		1:12:45		0:06:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						USEN						般				4				○				○		4/29/17		7:37:27		4/29/17		8:07:21		0:29:54		停電		停電												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)										全チャンネル無音
瞬間的な地域停電、および衛星送信設備に接続されているUPSの故障。大阪切り替え実施

				本省 ホンショウ						USEN						般				8				○				○		8/10/17		21:25:00		8/10/17		21:29:00		0:04:00		設備故障		自然故障												放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										R-04「リクエスト 演歌／歌謡曲」で無音
単局の障害
音圧調整機器の動作不良

				本省 ホンショウ						USEN						般				8				○				○		8/14/17		11:02:00		8/14/17		11:51:58		0:49:58		設備故障		自然故障												放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										I-43「耳で読む文芸／ミステリー」無音
単局の障害
音圧調整機器の動作不良

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		5				○				○		5/18/17		9:28:25		5/18/17		9:28:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4023号 キタホウダイゴウ		深川DTV フカガワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第4014号,北放第4238号,北放第4309号,北放第4358号,北放第4567号,北放第4572号。		36,935世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		プ		5								0		5/18/17		9:28:25		5/18/17		9:28:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4024号 キタホウダイゴウ		深川DTV フカガワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		プラン北放第4031号,プラン北放第4359号,みなしプラン北放第4310号,北放第4239号,北放第4573号,北放第4568号		36,935世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		5								0		5/18/17		9:28:25		5/18/17		9:28:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4025号 キタホウダイゴウ		深川DTV フカガワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		プラン北放第4032号,プラン北放第4360号,みなしプラン北放第4311号,北放第4240号,北放第4574号,北放第4569号		36,935世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		5								0		5/18/17		9:28:25		5/18/17		9:28:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4026号 キタホウダイゴウ		深川DTV フカガワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第4034号
北放第4361号,北放第4312号,北放第4241号,北放第4570号,北放第4575号		36,935世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		5								0		5/18/17		9:28:25		5/18/17		9:28:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4027号 キタホウダイゴウ		深川DTV フカガワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		プラン北放第4035号、プラン北放第4362号、みなしプラン北放第4313号、北放第4246号、北放第4576号、北放第4571号		36,935世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		7				○				○		7/21/17		23:34:19		7/21/17		23:34:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4284号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		プ		7								0		7/21/17		23:34:19		7/21/17		23:34:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4290号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		7								0		7/21/17		23:34:19		7/21/17		23:34:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4286号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		7								0		7/21/17		23:34:19		7/21/17		23:34:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4287号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		7								0		7/21/17		23:34:19		7/21/17		23:34:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4290号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/26/17		14:07:00		8/26/17		14:13:00		0:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4265号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		14:07:00		8/26/17		14:13:00		0:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4266号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		14:07:00		8/26/17		14:13:00		0:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4268号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		14:07:00		8/26/17		14:13:00		0:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4270号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		14:07:00		8/26/17		14:13:00		0:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4272号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/26/17		15:04:00		8/26/17		15:11:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4265号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		15:04:00		8/26/17		15:11:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4266号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		15:04:00		8/26/17		15:11:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4268号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		15:04:00		8/26/17		15:11:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4270号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/26/17		15:04:00		8/26/17		15:11:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4272号 キタホウダイゴウ		寿都DTV コトブキミヤコ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電装置起動により復旧				1,413世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8				○				○		8/29/17		10:20:46		8/29/17		10:20:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4358号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		プ		8								0		8/29/17		10:20:46		8/29/17		10:20:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4362号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8								0		8/29/17		10:20:46		8/29/17		10:20:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4360号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8								0		8/29/17		10:20:46		8/29/17		10:20:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4361号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		8								0		8/29/17		10:20:46		8/29/17		10:20:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4362号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/18/17		8:10:21		9/18/17		8:10:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4928号 キタホウダイゴウ		北芦別DTV キタアシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				135世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		中 ナカ		9								0		9/18/17		8:10:21		9/18/17		8:10:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4929号 キタホウダイゴウ		北芦別DTV キタアシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				135世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 ナカ		9								0		9/18/17		8:10:21		9/18/17		8:10:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4926号 キタホウダイゴウ		北芦別DTV キタアシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				135世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 ナカ		9								0		9/18/17		8:10:21		9/18/17		8:10:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4927号 キタホウダイゴウ		北芦別DTV キタアシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				135世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		9								0		9/18/17		8:10:21		9/18/17		8:10:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4930号 キタホウダイゴウ		北芦別DTV キタアシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				135世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9				○				○		9/20/17		11:22:20		9/20/17		11:22:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4284号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		プ		9								0		9/20/17		11:22:20		9/20/17		11:22:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4290号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9								0		9/20/17		11:22:20		9/20/17		11:22:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4286号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		9								0		9/20/17		11:22:20		9/20/17		11:22:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4287号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		9								0		9/20/17		11:22:20		9/20/17		11:22:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4290号 キタホウダイゴウ		北檜山DTV キタヒノキヤマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9				○				○		9/25/17		14:05:20		9/25/17		14:05:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4358号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		プ		9								0		9/25/17		14:05:20		9/25/17		14:05:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4362号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9								0		9/25/17		14:05:20		9/25/17		14:05:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4360号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		9								0		9/25/17		14:05:20		9/25/17		14:05:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4361号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		9								0		9/25/17		14:05:20		9/25/17		14:05:30		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第4362号 キタホウダイゴウ		羽幌DTV ハネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				4,824世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/4/17		12:10:27		8/4/17		12:12:31		0:02:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信品質の低下 ソウシンヒンシツテイカ				北放第3784号 ホクホウダイゴウ		帯広DTV オビヒロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(系切替)		系切替により復旧 ケイキリカエフッキュウ		プラン北放第4177号,北放第4249号,北放第4593号		7,234世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ放送 サッポロホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/14/17		6:00:00		8/14/17		11:37:00		5:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		補償器の故障 ホショウキコショウ				北放第4532号 ホクホウダイゴウ		南羊蹄DTV ミナミヒツジヒヅメ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		故障部バイパスにより復旧 コショウブフッキュウ		なし		2,880世帯 セタイ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		4				○				○		4/17/17		20:31:18		4/17/17		20:31:39		0:00:21		停電 テイデン		停電 テイデン		北電の配電線不良により受電欠相が発生				北放第3794号		室蘭DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		受電欠相に起因する受配電設備異常発生により停波。遠隔制御にてリセットを行い復旧		北放第4529号、北放第3956号
北放第4742号、北放第4724号
北放第4733号、北放第4097号、北放第4665号、北放第4610号、北放第4617号、北放第4478号		168,126世帯 セタイ				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/28/17		16:00:00		7/28/17		22:40:00		6:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第5039号 ゴウ		抜海DTV バッカイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		現地修理により復旧 ゲンチシュウリフッキュウ		なし		35世帯 セタイ

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		4				○				○		4/18/17		6:34:17		4/18/17		6:34:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第55号 キタホウダイゴウ		松前R1 マツマエ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		6,211世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		9				○				○		9/18/17		5:52:29		9/18/17		5:52:39		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第55号 キタホウダイゴウ		松前R1 マツマエ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		6,211世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		9				○				○		9/20/17		11:22:32		9/20/17		11:22:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第39号 キタホウダイゴウ		今金R1 イマカネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		5,344世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		9				○				○		9/20/17		11:22:32		9/20/17		11:22:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第69号 キタホウダイゴウ		今金R2 イマカネ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		5,194世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 ナカ		4				○				○		4/15/17		19:53:46		4/15/17		19:53:53		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠軽ラジオ トオカル				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 ナカ		4								0		4/15/17		19:53:46		4/15/17		19:53:53		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2616号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 ナカ		5				○				○		5/28/17		12:41:08		5/28/17		12:41:15		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠軽ラジオ トオカル				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 ナカ		5								0		5/28/17		12:41:08		5/28/17		12:41:15		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2616号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		復電により復旧 フクデンフッキュウ				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 ナカ		6				○				○		6/22/17		11:32:33		6/22/17		11:32:40		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠軽ラジオ トオカル				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 ナカ		6								0		6/22/17		11:32:33		6/22/17		11:32:40		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2616号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		復電により復旧 フクデンフッキュウ				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 ナカ		7				○				○		7/2/17		10:00:37		7/2/17		10:00:44		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠軽ラジオ トオカル				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 ナカ		7								0		7/2/17		10:00:37		7/2/17		10:00:44		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2616号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		復電により復旧 フクデンフッキュウ				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 ナカ		7				○				○		7/2/17		10:22:51		7/2/17		10:22:58		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠軽ラジオ トオカル				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 ナカ		7								0		7/2/17		10:22:51		7/2/17		10:22:58		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2616号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		復電により復旧 フクデンフッキュウ				15,316世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		7				○				○		7/15/17		21:06:04		7/15/17		21:06:11		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2615号 キタホウダイゴウ		遠別ラジオ トオベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				20,542世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		7								0		7/15/17		21:06:04		7/15/17		21:06:11		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第3241号 キタホウダイゴウ		STV遠軽放送 トオカルホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		復電により復旧 フクデンフッキュウ				20,542世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		7				○				○		7/16/17		12:08:47		7/16/17		12:08:54		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2号 キタホウダイゴウ		名寄ラジオ ナヨ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				34,305世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

																												0

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		7				○				○		7/22/17		2:41:22		7/22/17		2:41:33		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第10号 ホクホウダイゴウ		函館ラジオ ハコダテ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧				560,167世帯 セタイ		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		親 オヤ		4				○				○		4/26/17		11:52:26		4/26/17		11:52:46		0:00:20		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第80号 ホクホウダイゴウ		STV札幌放送 サッポロホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				約159万世帯 ヤクマンセタイ				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		7				○				○		7/22/17		3:21:13		7/22/17		3:21:21		0:00:08		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		放送機故障により停波 ホウソウキコショウテイハ				北放第99号 キタホウダイゴウ		STV函館放送 ハコダテホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品交換により復旧 コショウブヒンコウカンフッキュウ				約63万世帯 ヤクマンセタイ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		7				○				○		7/22/17		3:24:55		7/22/17		4:36:51		1:11:56		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		放送機故障により停波 ホウソウキコショウテイハ				北放第99号 キタホウダイゴウ		STV函館放送 ハコダテホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品交換により復旧 コショウブヒンコウカンフッキュウ				約63万世帯 ヤクマンセタイ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○				○		8/25/17		4:52:10		8/25/17		4:52:25		0:00:15		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2502号 キタホウダイゴウ		STV江差放送 エサホウソウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				約6万5千世帯 ヤクマンセンセタイ				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		9				○				○		9/28/17		1:19:49		9/28/17		1:34:40		0:14:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		コーデック異常 イジョウ				北放第690号 キタホウダイゴウ		STV釧路放送 クシロホウソウ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビタ				事業者が自ら対応(その他)		バックアップ回線を使用し復旧 カイセンシヨウフッキュウ				約17万世帯 ヤクマンセタイ		共建

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/27/17		13:46:28		7/27/17		13:46:38		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第366号 キタホウダイゴウ		知駒FM シコマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号,北放第386号,北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		9				○				○		9/18/17		12:29:45		9/18/17		12:29:55		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第366号 キタホウダイゴウ		知駒FM シコマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号,北放第386号,北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 ナカ		5				○				○		5/31/17		3:14:03		5/31/17		3:14:15		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第1221号 キタホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ		なし		171,167世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/11/17		5:23:19		7/11/17		5:23:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2547号 キタホウダイゴウ		室蘭局 ムロランキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ		洞爺局 北放第3641号		118,006世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/16/17		10:54:43		7/16/17		10:54:55		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第1221号 キタホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ		なし		171,167世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/22/17		3:21:37		7/22/17		3:21:50		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第1468号 キタホウダイゴウ		函館局 ハコダテキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				156,730世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウェーブ						FM		中 ナカ		5								0		5/31/17		3:14:03		5/31/17		3:14:30		0:00:27		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2549号 キタホウダイゴウ		旭川超短波放送局 アサヒカワチョウタンパホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				171,167世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウェーブ						FM		中 ナカ		7								0		7/16/17		10:54:43		7/16/17		10:55:09		0:00:26		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2550号 キタホウダイゴウ		旭川超短波放送局 アサヒカワチョウタンパホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				171,167世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウェーブ						FM		中 ナカ		7								0		7/22/17		3:21:37		7/22/17		3:21:46		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第2550号 キタホウダイゴウ		函館超短波放送局 ハコダテチョウタンパホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧 フクデンフッキュウ				156,730世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		7								0		7/27/17		13:46:28		7/27/17		13:46:38		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第3621号 キタホウダイゴウ		VICS知駒 シコマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号,北放第3624号,北放第3627号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		9								0		9/18/17		12:29:45		9/18/17		12:29:55		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波 ホクデンテイデンテイハ				北放第3621号 キタホウダイゴウ		VICS知駒 シコマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他事業者(電気事業者)にて対応		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号,北放第3624号,北放第3627号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ シミン						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/30/17		5:00:00		9/30/17		7:29:00		2:29:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS装置にて演奏を開始させる機器の選定ミス ソウチエンソウカイシキキセンテイ				北放第2359号 キタホウダイゴウ						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		APSより音声出力 オンセイシュツリョク		北放第2359号 キタホウダイゴウ		約80,560世帯 ヤクセタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		FMとよひら						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/16/17		7:00:00		6/16/17		7:53:59		0:53:59		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS運行設定誤り ウンコウセッテイアヤマ										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正) シュウセイ		APS通常設定 ツウジョウセッテイ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちぐくり放送 ムロランホウソウ						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/18/17		7:15:00		9/18/17		8:20:00		1:05:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風第１８号による影響で御前水送信所用北電電線、放送連絡線がともに、強風により切断				北放第3887号 ホクホウダイゴウ		FMびゅー親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他）				他事業者(電気事業者)にて対応						56,641世帯 セタイ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		だて観光協会 カンコウキョウカイ						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/18/17		8:48:00		4/18/17		12:00:00		3:12:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ								中継回線 チュウケイカイセン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						他事業者(電気事業者)にて対応		中継回線設備(ケーブル)		wi-radio（大滝中継） オオタキチュウケイ

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		中 ナカ		4				○				○		4/8/17		4:14:00		4/8/17		8:14:00		4:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		出力切替機の不具合 シュツリョクキリカエキフグアイ				東放第10号 ヒガシホウダイゴウ		TBC気仙沼R ケセンヌマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		出力切替器の不具合により反射電力が発生し、送信機保護回路が動作して停波。現地で出力切替器をバイパスして放送復旧。				53,974世帯 セタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		中 ナカ		4				○				○		4/21/17		18:33:00		4/21/17		21:20:00		2:47:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		複数回の落雷により送信機保護回路が動作して停波。				東放第10号 ヒガシホウダイゴウ		TBC気仙沼R ケセンヌマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		リセットするとともに、送信機の不具合が考えられたため、仮設放送機を構築して放送復旧。				53,974世帯 セタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		中 ナカ		6				○				○		6/10/17		12:37:00		6/10/17		17:24:00		4:47:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		複数回の落雷により送信機保護回路が動作して停波。				東放第10号 ヒガシホウダイゴウ		TBC気仙沼R ケセンヌマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		リセットし、計器用変流器(CT)を交換の後、整合器を再調整して放送復旧				53,974世帯 セタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/14/17		4:57:00		8/14/17		4:59:00		0:02:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		運行データの作成ミスにより放送開始（オープニング）枠が欠落し無音発生				東放第9号 ヒガシホウダイゴウ		TBC仙台R センダイ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		運行データが正常部分となったところで復旧				約94万世帯 ヤクマンセタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 ナカ		7				○				○		7/22/17		8:54:33		7/22/17		9:41:02		0:46:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害によるNFBトリップ ライガイ				東放第18号 ヒガシホウダイゴウ		大館R オオダテ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障検知。委託監視者が現地出向し、NFBの再投入した		なし		49,282世帯 セタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/17/17		14:50:18		5/17/17		14:50:22		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8027号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/17/17		14:50:40		5/17/17		14:50:44		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8027号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:18		5/17/17		14:50:22		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8028号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:40		5/17/17		14:50:44		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8028号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:18		5/17/17		14:50:22		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8029号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:40		5/17/17		14:50:44		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8029号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:18		5/17/17		14:50:22		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8029号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		5								0		5/17/17		14:50:40		5/17/17		14:50:44		0:00:04		その他 タ		その他 タ		※8/21、放送休止中、精密点検実施するも、現象再現せず、原因不明 ゲンインフメイ				東放第8029号 ヒガシホウダイゴウ		白鷹黒鴨DTV局　その他局				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)						22世帯 セタイ		共建

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 ナカ		6				○				○		6/10/17		11:40:45		6/10/17		11:41:55		0:01:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰による受信入力レベル低下。				東放第7365号		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然
復旧。				1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/30/17		14:38:30		9/30/17		14:39:21		0:00:51		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰による受信入力レベル低下。				東放第7365号		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然
復旧。				1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/30/17		14:39:47		9/30/17		14:39:59		0:00:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰による受信入力レベル低下。				東放第7365号		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然
復旧。				1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		6				○				○		6/10/17		11:40:27		6/10/17		11:41:58		0:01:31		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰による受信入力レベル低下。				東放第7370号 ゴウ		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然
復旧。				1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		7				○		□		0		7/8/17		5:06:00		7/8/17		5:06:38		0:00:38		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第6854号		小国局DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						2,274世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		7				○		□		0		7/8/17		21:55:34		7/8/17		21:55:37		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7059号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						346世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		7				○		□		0		7/8/17		22:31:38		7/8/17		22:31:40		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7059号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						347世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○		□		0		9/27/17		0:08:53		9/27/17		0:09:00		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7059号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						347世帯 セタイ		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○		□		0		9/30/17		14:38:03		9/30/17		14:40:02		0:01:59		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7370号 ゴウ		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○		□		0		9/30/17		15:53:56		9/30/17		15:54:20		0:00:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7370号 ゴウ		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○		□		0		9/30/17		15:55:00		9/30/17		15:55:26		0:00:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7370号 ゴウ		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビュー山形 ヤマガタ						DTV		中 ナカ		9				○		□		0		9/30/17		15:56:07		9/30/17		15:56:12		0:00:05		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによるTTL設備故障 セツビコショウ				東放第7370号 ゴウ		温海DTV局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1093世帯		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/29/17		0:25:00		9/29/17		0:26:22		0:01:22		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		他のネット局よりも１０分早く番組がはじまるため、
> 　　　　　　別回線で番組供給を受けなければならなかったが、
> 　　　　　　ネット番組回線の申請とその確認が漏れたため、
> 　　　　　　プログラムに空白が出た。
他のネット局よりも１０分早く番組がはじまるため、
> 　　　　　　別回線で番組供給を受けなければならなかったが、
> 　　　　　　ネット番組回線の申請とその確認が漏れたため、
> 　　　　　　プログラムに空白が出た。
他のネット局よりも１０分早く番組がはじまるため、別回線で番組供給を受けなけ										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		通常プログラムの切り替え時にネット番組の供給が途絶えカラーバーが送出された。その後、フィラーとしてお天気カメラ映像を送信した。		全局 ゼンキョク		664,249世帯 セタイ		救済のためお天気カメラ等へ切替

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム福島 フクシマ						FM		プ		9				○				○		9/20/17		15:00:41		9/20/17		15:57:13		0:56:32		設備故障 セツビコショウ		停電 テイデン		インバーター故障 コショウ				東放第5733号 ヒガシホウダイゴウ		白河局　プラン局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応 タジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台シティエフエム センダイ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/9/17		6:37:00		6/9/17		7:58:00		1:21:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		①運行装置設定ミス
②FM無信号アラーム検知器システムの設定ミス				東放第5797号 ヒガシホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送 シミンホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/10/17		19:00:04		7/10/17		19:00:42		0:00:38		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス				東放第6004号 ヒガシホウダイゴウ		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		手動で番組素材を送出		東放第8633～8830（中継局１４局分） ヒガシホウダイ

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送 シミンホウソウ						CFM		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		13:00:00		8/25/17		12:30:00		71:30:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他の自然災害		中継回線である光ケーブルの断線				東放第8635～8637号 ヒガシホウダイゴウ		小白井、志田名、川前中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		光ケーブル芯線の収容替え

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送 イシノマキホウソウ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/22/17		14:42:05		5/22/17		14:43:00		0:00:55		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		石巻市の防災無線設備点検の際誤作動で防災ラジオの強制起動を起こした				東放第６１３１号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				東放第８７６７号
東放第８７６８号
東放第８７６９号
東放第８８４６号
東放第８８４７号
東放第８８４８号

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送 イシノマキホウソウ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/16/17		14:12:00		6/16/17		14:45:00		0:33:00		その他 タ		雷 カミナリ		落雷による日和山送信所のブレーカー遮断				東放第６１３１号						番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				東北 トウホク				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/16/17		8:19:00		5/16/17		9:16:00		0:57:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		IPコーデック				東放第6160号 ゴウ		ラヂオもりおか親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		別のIPコーデックに交換		なし		16万世帯 マンセタイ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		奥州エフエム放送 オウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/31/17		21:22:10		5/31/17		21:33:56		0:11:46		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による停電、機材故障のため無変調				東放第6808号 ヒガシホウダイゴウ		奥州エフエム放送				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用発電機起動、無停電装置の復旧により通電。CS放送受信不能、システム管理パソコン故障のため臨時放送（音楽放送）に切換		東放第6808号 ヒガシホウダイゴウ		44981世帯 セタイ

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		登米コミュニティエフエム トメ						CFM		中 チュウ		6				○				○		6/16/17		5:36:00		6/16/17		6:12:00		0:36:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8815号 ヒガシホウダイゴウ		新田受信障害対策中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自動起動自家発電機が稼働。事業者が現地を確認				約564世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		登米コミュニティエフエム トメ						CFM		中 チュウ		6				○				○		6/19/17		3:47:00		6/19/17		3:56:00		0:09:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						東放第7816号		親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		親局は予備回線(FWA)に自動で切り替わり、親局の放送には支障なし。事業者が親局を確認		東和局東放第8815号。石越局第8833号。新田局東放第8832号。登米局東放第8831号。豊里局東放第8834号。津山局東放第8816号の受信障害対策中継局		約23472世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		登米コミュニティエフエム トメ						CFM		中 チュウ		6				○				○		6/19/17		6:54:00		6/19/17		7:36:00		0:42:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		トークネット内設備の交換作業のためとのこと				東放第7816号		親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		親局は予備回線(FWA)に自動で切り替わり、親局の放送には支障なし。事業者が親局を確認		東和局東放第8815号。石越局第8833号。新田局東放第8832号。登米局東放第8831号。豊里局東放第8834号。津山局東放第8816号の受信障害対策中継局		約23472世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムなとり						CFM		中 ナカ		8				○				○		8/18/17		14:28:00		8/18/17		16:00:00		1:32:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8798号 ヒガシホウダイゴウ		エフエムなとり中継局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検出。現地出向し、電源系統変更により電源供給。		なし		約200世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムなとり						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/21/17		14:30:00		7/22/17		11:30:00		21:00:00		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		コネクタ接触不良				東放第8765号 ヒガシホウダイゴウ		エフエムなとり				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		モニタ－にて異常確認。現地出向しコネクタ交換。		なし		約25,000世帯

				東北 トウホク				秋田 アキタ		TMO大曲 オオマガリ						CFM		中 ナカ		7				○				○		7/24/17		6:50:00		7/28/17		17:58:00		107:08:00		停電 テイデン		停電 テイデン		集中豪雨のため長時間の停電				東放第8837号 ヒガシホウダイゴウ		中継局 チュウケイキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気事業者)にて対応		東北電力の復旧作業により復電		なし

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ラヂオ気仙沼 ケセンヌマ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/26/17		19:30:00		7/26/17		19:40:00		0:10:00		その他 タ		その他 タ		APS自動運行装置の不具合				東放第8856号 ヒガシホウダイゴウ		ラヂオ気仙沼　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)				東放第8856号		21735世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ラヂオ気仙沼 ケセンヌマ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/2/17		9:45:00		8/2/17		9:45:30		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS自動運行装置の誤操作				東放第8856号 ヒガシホウダイゴウ		ラヂオ気仙沼　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)				東放第8856号		21735世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ラヂオ気仙沼 ケセンヌマ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/6/17		15:55:00		8/6/17		16:32:00		0:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		コンプレッサー				東放第8856号 ヒガシホウダイゴウ		ラヂオ気仙沼　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)				東放第8856号		21735世帯

																												0

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○				○		4/24/17		12:36:55		4/24/17		12:36:56		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○				○		4/29/17		9:07:45		4/29/17		9:07:46		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/6/17		8:41:45		5/6/17		8:41:46		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/7/17		18:13:22		5/7/17		18:13:23		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/7/17		18:15:49		5/7/17		18:15:50		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/7/17		18:18:42		5/7/17		18:18:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/18/17		7:57:47		5/18/17		7:57:48		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○				○		5/21/17		9:00:28		5/21/17		9:00:29		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○				○		6/16/17		16:52:59		6/16/17		16:53:00		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○				○		6/16/17		16:55:20		6/16/17		16:55:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○				○		6/16/17		17:02:13		6/16/17		17:02:14		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:28:53		8/19/17		17:28:54		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:30:26		8/19/17		17:30:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:32:10		8/19/17		17:32:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:33:32		8/19/17		17:33:33		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:33:56		8/19/17		17:33:57		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:34:59		8/19/17		17:35:00		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:36:07		8/19/17		17:36:08		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:36:42		8/19/17		17:36:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:37:14		8/19/17		17:37:15		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:38:53		8/19/17		17:38:54		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:42:20		8/19/17		17:42:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:42:30		8/19/17		17:42:31		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/19/17		17:53:01		8/19/17		17:53:02		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○				○		8/27/17		18:36:17		8/27/17		18:36:18		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○		×		0		9/10/17		14:39:23		9/10/17		14:39:28		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン		東京電力変電所にてGiS故障				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		停電した本線系統から予備線系統に自動で切り替えた。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○				○		9/22/17		15:38:39		9/22/17		15:38:40		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雷 カミナリ				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○				○		9/24/17		5:55:52		9/24/17		5:55:53		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/3/17		12:11:34		4/3/17		12:14:04		0:02:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		コーデック原因不明 ゲンインフメイ				開放第8949号		親局ひたちエフエム				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/12/17		17:27:00		5/12/17		17:27:14		0:00:14		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				開放第8949号		親局ひたちエフエム				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/26/17		17:44:00		6/26/17		17:44:26		0:00:26		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＣＤ操作ミスによる無音				開放第8949号		親局ひたちエフエム				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/29/17		7:38:00		4/29/17		7:46:58		0:08:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		夜間放送用の衛生機材（USEN）の障害				関放第5762号		大江戸放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、別の音源に切り替える。				約2万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送 ズシハヤマホウソウ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/21/17		16:04:26		6/21/17		17:42:10		1:37:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機内部回路の劣化				関放第３５９４号		逗子・葉山コミュニティ放送				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備送信機（１号機）に切り替え		なし		約8万世帯 ヤクマンセタイ

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		たかはぎＦＭ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/13/17		8:00:30		5/13/17		8:15:25		0:14:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		APS故障 コショウ				関放第10073号		特定地上機関放送局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		事業者がモニターして検知。現地出向し、機器を再起動。		なし

				関東 カントウ				宇都宮 ウツノミヤ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/10/17		10:44:54		5/10/17		12:48:00		2:03:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		装置故障 ソウチコショウ				関放第8863号		日光広久保ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向し予備ユニットに交換して回復		なし		186世帯 セタイ

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/24/17		5:40:26		7/24/17		8:50:15		3:09:49		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本部出力異常による停波、基本部ユニット故障				関放第9300号		飯能唐竹ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備ユニットに交換して復旧		なし		442世帯 セタイ

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		親 オヤ		9				○		×		0		9/8/17		3:43:03		9/8/17		3:43:04		0:00:01		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社瞬時停電				関放第７号		NHKとうきょうだいいちほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応				なし		21,428,080世帯

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		親 オヤ		9				○		×		0		9/8/17		3:43:03		9/8/17		3:43:04		0:00:01		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社瞬時停電				関放第８号		NHKとうきょうだいにほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応				なし		21,044,401世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						ワイド		中 ナカ		7				○				○		7/10/17		9:25:00		7/10/17		10:52:49		1:27:49		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				関放第9953号		父島Ｒ１				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		東京都から借用している自家用発電機では救済出来ず、放送機の短時間UPSにて停波に至るまで救済。その後商用電源が復電し回復		なし		987世帯 セタイ				Ｒ１Ｒ２は、中波(AM)で放送しますが、外国波混信対策のため、父島局は、超短波(FM)にて放送しています。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						ワイド		中 ナカ		7				○				○		7/10/17		9:36:58		7/10/17		10:52:49		1:15:51		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				関放第9954号		父島Ｒ２				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		東京都から借用している自家用発電機では救済出来ず、放送機の短時間UPSにて停波に至るまで救済。その後商用電源が復電し回復		なし		987世帯 セタイ				Ｒ１Ｒ２は、中波(AM)で放送しますが、外国波混信対策のため、父島局は、超短波(FM)にて放送しています。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/10/17		9:37:11		7/10/17		10:52:49		1:15:38		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				関放第9955号		父島FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		東京都から借用している自家用発電機では救済出来ず、放送機の短時間UPSにて停波に至るまで救済。その後商用電源が復電し回復		なし		987世帯 セタイ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						ワイド		中 ナカ		9				○				○		9/1/17		3:53:33		9/1/17		7:22:05		3:28:32		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電				関放第9953号		父島Ｒ１				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電力会社が復旧処置を実施し復電				987世帯 セタイ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						ワイド		中 ナカ		9				○				○		9/1/17		6:00:00		9/1/17		7:22:06		1:22:06		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電				関放第9954号		父島Ｒ２				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電力会社が復旧処置を実施し復電				987世帯 セタイ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		9				○				○		9/1/17		4:07:35		9/1/17		7:22:08		3:14:33		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源事故停電				関放第9955号		父島FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電力会社が復旧処置を実施し復電				987世帯 セタイ

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/25/17		18:10:00		4/26/17		3:00:00		8:50:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送機の機器故障のため				信放第3586号		守門局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		マルチパス等化装置をバイパスする措置をして仮復旧		なし		1472世帯		共建

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/26/17		4:15:00		4/26/17		11:52:00		7:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送機の機器故障のため				信放第3586号		守門局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		マルチパス等化装置をバイパスする措置をして仮復旧		なし		1472世帯		共建

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		飯田エフエム イイダ						CFM		中 ナカ		8				○				○		8/6/17		13:30:00		8/7/17		9:10:00		19:40:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		コーデック装置のハングアップ。回線のデータ渋滞トラブルにより受信側のコーデックがデータ受信状態でフリーズしてしまい、無音となったもの。				信放第4020号		遠山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		コーデックを再起動して復旧				858世帯

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		飯田エフエム イイダ						CFM		中 ナカ		9				○				○		9/18/17		5:00:00		9/18/17		12:15:00		7:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		停電、発電機の故障と倒木などによるNTT回線の不通				信放第4020号		遠山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		中継局付近のNTT回線へ倒木ありNTTへ修理依頼。				858世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム魚沼 ウオヌマ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/9/17		8:32:40		7/9/17		10:09:20		1:36:40		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		行政の避難訓練に伴う割込み放送後、通常放送への復旧の誤操作により無音が発生				信放第4009号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		送出装置		事業者が自ら対応(系切替)		行政側の担当部門へ復旧するよう機器の操作を指示した。		信放第4021号
折立局
信放第4022号
入広瀬局		12741世帯

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井放送 フクイホウソウ						ワイド		親 オヤ		5				○				○		5/4/17		8:13:14		5/4/17		8:13:41		0:00:27		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		演奏所から送信所への番組中継回線のIPコーデック装置が49日17時間経過すると自
動的にリセットされるため。				陸放第2550号		ＦＭ補完中継局 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		2017/8/31に対応ソフトを最新バージョンUpしたが、問題となっている49日と17時間の再起動について10/20に不具合の再現を確認。				約18万2千世帯				手動で定期的に再起動を実施

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井放送 フクイホウソウ						ワイド		親 オヤ		5				○				○		5/4/17		8:57:16		5/4/17		8:57:47		0:00:31		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		演奏所から送信所への番組中継回線のIPコーデック装置が49日17時間経過すると自
動的にリセットされるため。				陸放第2550号		ＦＭ補完中継局 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		2017/8/31に対応ソフトを最新バージョンUpしたが、問題となっている49日と17時間の再起動について10/20に不具合の再現を確認。				約18万2千世帯				手動で定期的に再起動を実施

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5303号 海放第5304号		多治見姫局　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		焼損したブレーカーを交換し復旧		なし		2,067世帯

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		CBCテレビ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5298号		多治見姫DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		ＭＣＣＢを再投入し蓄電池にて電源を確保し放送を復旧した。焼損した受電用ブレーカーを交換し、商用電源供給も復旧した。		なし		1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		東海テレビ放送 トウカイホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5302号		THK多治見姫DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		ＭＣＣＢを再投入し蓄電池にて電源を確保し放送を復旧した。焼損した受電用ブレーカーを交換し、商用電源供給も復旧した。				1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		名古屋テレビ放送 ナゴヤホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5300号		多治見姫局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		ＭＣＣＢを再投入し蓄電池にて電源を確保し放送を復旧した。焼損した受電用ブレーカーを交換し、商用電源供給も復旧した。				1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		中京テレビ放送 チュウキョウホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		停電 テイデン		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5301号		多治見姫局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		ＭＣＣＢを再投入し蓄電池にて電源を確保し放送を復旧した。焼損した受電用ブレーカーを交換し、商用電源供給も復旧した。				1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		岐阜放送 ギフホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		9:23:07		8/18/17		11:27:13		2:04:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用ブレーカーが焼失すると共に配線用遮断機が断となったのが原因。				海放第5299号		ＧＢＳ多治見姫ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復) シュウフク		ＭＣＣＢを再投入し蓄電池にて電源を確保し放送を復旧した。焼損した受電用ブレーカーを交換し、商用電源供給も復旧した。				1,802世帯		共建

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		名古屋テレビ放送 ナゴヤホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/4/17		19:14:44		6/4/17		19:16:44		0:02:00		その他 タ		ソフトウェア不具合						海放第4267号		名古屋DTV放送局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		素材停止後、朝日放送ローカルで「お待ち素材」に手動で切替え送出。発局である朝日放送より、19時50分47秒～19時51分00秒の間、「先程お見苦しいところがありましたことをおわびいたします」のスーパー表示が行われた。		下位局　42局		4,462,725世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ シズオカアサヒ						DTV		親 オヤ		6								0		6/4/17		19:14:44		6/4/17		19:16:44		0:02:00		その他 タ		ソフトウェア不具合						海放第4389号　		SATV静岡DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		素材停止後、朝日放送ローカルで「お待ち素材」に手動で切替え送出。発局である朝日放送より、19時50分47秒～19時51分00秒の間、「先程お見苦しいところがありましたことをおわびいたします」のスーパー表示が行われた。		下位局　58局		1,362,762世帯

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		名古屋テレビ放送 ナゴヤホウソウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/13/17		2:35:39		7/13/17		6:08:29		3:32:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機器故障				海放第5300号		多治見姫局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		基本装置		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備機器に交換し復旧した。メーカーに修理依頼し、修理済み機器を戻し入れを実施。基本装置に使用している部品が熱の高低差を何度も繰り返すと故障することがメーカーの調査によりわかった。				1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						R		プ		8				○				○		8/22/17		0:54:48		8/22/17		1:29:21		0:34:33		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷雲の影響により空中線の整合が乱れ、現用・予備送信機共に異常が発生し停波。				海放第137号		しずおかほうそうはままつほうそうきょく。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		保守業者に現地出向させ、1号送信機については内部部品の交換を実施して復旧した（2号送信機は異常なし）。				約28万世帯		単独 タンドク

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						FM		親 オヤ		9				○				○		9/24/17		13:49:59		9/24/17		15:04:00		1:14:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		プログラム予備回線のIPコーデック故障が切替制御機の動作異常を誘発し、正常なSTL側への切替が不能となった。				海放第5530号		SBS高草FM。親局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(系切替)		現地へ出向し手動にてSTL系への切替を行って復旧した。				約55万世帯		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		岐阜放送 ギフホウソウ						R		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		18:23:00		8/22/17		23:13:00		4:50:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により中継回線断線 チュウケイカイセンダンセン				海放第２５４号		ぎふほうそうはぎわらほうそうきょく				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		事業者が現地に臨局し、携帯電話を利用して臨時に回線を確立し仮復旧。その後、電気通信事業者の現地作業員により本復旧。		ぎふほうそうはぎわらほうそうきょく		７，０７３世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FM		親 オヤ		7				○				○		7/31/17		9:11:25		7/31/17		9:18:00		0:06:35		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		演奏所設備の更新工事において、誤って放送機器の電源を切断				海放第1882号		津超短波放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		切断した電源を再投入して復旧		海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。		977,924世帯		共建

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/21/17		13:46:36		8/21/17		13:47:10		0:00:34		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		光回線の設定中に設備が停止したため				海放第４１７０号		シティエフエムしずおか				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモート監視で状況を確認し15:03'30にリブートして光回線に戻した。				２８万世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/21/17		14:37:15		8/21/17		14:37:32		0:00:17		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		無線回線を誤ってリセットしたため				海放第４１７０号		シティエフエムしずおか				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモート監視で状況を確認し15:03'30にリブートして光回線に戻した。				２８万世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		岐阜 ギフ		エフエム多治見 タジミ						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/5/17		21:59:00		9/6/17		12:47:00		14:48:00		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		UPSの不具合、無音検知装置の不適切な設定。 フグアイムオンケンチソウチフテキセツセッテイ				海放第4179号		エフエムたじみ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		UPSの交換、無音検知装置の再設定 コウカンムオンケンチソウチサイセッテイ				53800世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		岐阜 ギフ		エフエム多治見 タジミ						CFM		C親 オヤ		9								0		9/6/17		23:22:00		9/7/17		7:44:00		8:22:00		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		UPSの不具合、無音検知装置の不適切な設定。 フグアイムオンケンチソウチフテキセツセッテイ				海放第4179号		エフエムたじみ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		UPSの交換、無音検知装置の再設定 コウカンムオンケンチソウチサイセッテイ				53800世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/3/17		15:27:55		4/3/17		15:28:10		0:00:15		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		プログラム入力ミス。ステーションブレイク素材の時間が足りなかったため無音が生じた。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		親局：15時28分10秒から無音検知器によるフィラー自動送出。15時28分29秒に手動でCSに切替。15時29分40秒から通常プログラムに復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　		27,400世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/5/17		0:44:38		6/5/17		0:44:43		0:00:05		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		初島本局側において隣接する中波中継局の電波が、現用ルートであるNTTディジタルアクセス(銅線平行線配線)を通して廻り込み、コーデックがその影響を受け回線断となった。自動で予備ルートに切り替わったが、予備の4.9GHzFWA登録局回線が島に在るホテルが使用する初島－熱海間4.9GHzFWA登録局隣接波（4波中3波使用）の影響を受け断続的に回線断となった。　				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		6月4日21時40分38秒、現用ルートのコーデック断、予備ルートに自動切替。6月5日00時44分38秒から00時47分32秒までの間、断続的に予備ルート断、無音検知器によるフィラー自動送出。6月5日08時25分20秒、現用ルートのコーデックを手動で再起動、現用ルートに自動切替。				22,400世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/5/17		0:46:19		6/5/17		0:46:24		0:00:05		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		初島本局側において隣接する中波中継局の電波が、現用ルートであるNTTディジタルアクセス(銅線平行線配線)を通して廻り込み、コーデックがその影響を受け回線断となった。自動で予備ルートに切り替わったが、予備の4.9GHzFWA登録局回線が島に在るホテルが使用する初島－熱海間4.9GHzFWA登録局隣接波（4波中3波使用）の影響を受け断続的に回線断となった。　				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		6月4日21時40分38秒、現用ルートのコーデック断、予備ルートに自動切替。6月5日00時44分38秒から00時47分32秒までの間、断続的に予備ルート断、無音検知器によるフィラー自動送出。6月5日08時25分20秒、現用ルートのコーデックを手動で再起動、現用ルートに自動切替。				22,400世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/5/17		0:47:27		6/5/17		0:47:32		0:00:05		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		初島本局側において隣接する中波中継局の電波が、現用ルートであるNTTディジタルアクセス(銅線平行線配線)を通して廻り込み、コーデックがその影響を受け回線断となった。自動で予備ルートに切り替わったが、予備の4.9GHzFWA登録局回線が島に在るホテルが使用する初島－熱海間4.9GHzFWA登録局隣接波（4波中3波使用）の影響を受け断続的に回線断となった。　				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		6月4日21時40分38秒、現用ルートのコーデック断、予備ルートに自動切替。6月5日00時44分38秒から00時47分32秒までの間、断続的に予備ルート断、無音検知器によるフィラー自動送出。6月5日08時25分20秒、現用ルートのコーデックを手動で再起動、現用ルートに自動切替。				22,400世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/23/17		18:59:10		6/23/17		18:59:15		0:00:05		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送番組中のCD操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：18時59分15秒から無音検知器によるフィラー自動送出。18時59分33秒に通常プログラムに復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原 アタミユガワラ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		9/3/17		13:41:29		9/3/17		13:41:34		0:00:05		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		緊急電話割込みシステムの操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：13時41分34秒から無音検知器によるフィラー自動送出。13時41分40秒に通常プログラムに復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		シティエフエム岐阜 ギフ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/19/17		14:58:00		5/19/17		15:30:00		0:32:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				海放第4261号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(自然復旧)		停電中は送信所から直接放送。直接放送中に商用電源が復帰し、正常放送を再開。				約21万世帯				今回の事故で無停電電源装置の動作不良があったため、点検を実施し措置済み。

				東海 トウカイ		重 ジュウ		愛知 アイチ		愛知北エフエム アイチキタ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/5/17		6:00:00		6/5/17		9:45:00		3:45:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ステレオ端局装置の故障 タンキョクソウチコショウ				海放送４６５６号		愛知北エフエム放送㈱　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		演奏所からの信号を直接送信機に入れて放送を再開				約45,335世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムいちのみや						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/10/17		19:28:59		5/10/17		19:29:20		0:00:21		回線障害 カイセンショウガイ		ソフトウェア不具合		機材（APS）トラブル				海放第5460号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		①19:28:59
1分CM素材の頭だけ入り、その後無素材として機械が認識し、無音になる。
②19:29:20
20秒無音の後、緊急用音楽が流れ始める。
③19:30:00
生放送が開始され、緊急用音楽は終了。その後プログラムは正常に戻った。

機材（APS）管理者に電話し、プログラムや同録素材を確認したが、
不具合や事前のミスは確認されず、管理者からも「現時点では原因がわからない。何らかの誤作動で音素材が読み込まれなかった。」とのこと。
また同じようなことが発生してしまった際には、APSのソフトを入れ替				56285世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムいちのみや						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/15/17		22:52:14		6/15/17		23:06:11		0:13:57		回線障害 カイセンショウガイ		ソフトウェア不具合		APSの不具合				海放第5460号						番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)		22時52分14秒　
APSの不具合により音源が停止、無変調となる。
フィラーによる音楽音源送出無し。
機材管理者に連絡、指示を受けAPS再起動。
23時6分11秒
APS再起動により割り込み放送によるスタジオからの音源を送出。
(事故時間13分57秒)

23時6分29秒　
スタジオAPS画面の再起動により音源が停止、無変調となる。
23時6分51秒
スタジオAPS画面の再起動により、割り込み放送によるスタジオからの音源を送出。(事故時間22秒)

23時6分52秒
フィラーの音楽音源送出。

23時7				56285世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムいちのみや						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/15/17		23:06:29		6/15/17		23:06:51		0:00:22		回線障害 カイセンショウガイ		ソフトウェア不具合		APSの不具合				海放第5460号						番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)		22時52分14秒　
APSの不具合により音源が停止、無変調となる。
フィラーによる音楽音源送出無し。
機材管理者に連絡、指示を受けAPS再起動。
23時6分11秒
APS再起動により割り込み放送によるスタジオからの音源を送出。
(事故時間13分57秒)

23時6分29秒　
スタジオAPS画面の再起動により音源が停止、無変調となる。
23時6分51秒
スタジオAPS画面の再起動により、割り込み放送によるスタジオからの音源を送出。(事故時間22秒)

23時6分52秒
フィラーの音楽音源送出。

23時7				56285世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムいちのみや						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/5/17		19:47:30		7/5/17		19:47:50		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオで収録中のスタッフの手が誤ってAPSのEmergencyボタンを
押してしまった。				海放第5460号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		２０秒の無音後にEmergency解除。その後正常に戻った。				56285世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/19/17		20:00:27		4/19/17		20:00:47		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音源データの破損により無音状態				海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		スタジオからの生放送に切り替え、通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建　

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		中 ナカ		6				○				○		6/15/17		18:49:00		6/15/17		20:47:00		1:58:00		設備故障 セツビコショウ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線側に不具合と断線があり、音声コーデックがフリーズ状態。 カイセンガワフグアイダンセンオンセイジョウタイ				海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動。		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約1460世帯		単独 タンドク		電話回線も一部断線により、電話回線のモデムも故障、翌日モデムの入れ替えと電話線復旧作業をNTTにて対応済み。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/22/17		10:05:00		7/22/17		10:05:20		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音源データの破損により無音状態				海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		音源データの破損により無音状態となり、スタジオからの生放送に切り替え、通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯　		共建　

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		中 ナカ		9				○				○		9/8/17		14:49:00		9/8/17		14:51:00		0:02:00		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ		音声コーデックがフリーズ状態となり正常に放送されていない状態でもあった。その他機器に異常を確認できなかった、また降雨もあったため、誘導雷により音声コーデックに影響が出たと想定 オンセイジョウタイセイジョウホウソウジョウタイホカキキイジョウカクニンコウウユウドウライオンセイエイキョウデソウテイ				海放5471号		土肥局　中継局		IPコーデック		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、再起動装置にてコーデックを再起動し復旧（電話での遠隔操作）				約1460世帯		単独 タンドク		【対策済み】
①雷サージ取り付け（TA入力前、コーデック入力前に各1台づつ）
②自動再起動装置、無音感知後、コーデックの再起動をかける

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMIS						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/19/17		10:51:00		9/19/17		10:51:20		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送プログラムの設定ミス				海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		放送プログラムの設定ミスにより無音状態となり、生放送に切り替えし、生放送にて通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建　

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		VIP						MM		親 オヤ		9				○				○		9/23/17		15:18:24		9/23/17		19:59:24		4:41:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		V-Low静岡局の６セグメントを使用して放送を行っている中日本マルチメディア放送の
放送が中継回線断により全て放送できなかった。				海放第5531号		V-Low静岡　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置により故障検知。NTT西日本と連絡を取り現地出向。NTT西日本が心線入替後系統切替で復旧				約52万世帯。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		中日本MM ナカニホン						MM		親 オヤ		9								0		9/23/17		15:18:24		9/23/17		19:59:24		4:41:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＶＩＰ静岡局の中継回線障害（ＮＴＴ光回線の障害）				移基放第14号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		VIP監視装置で故障検知。
現地出稿しNTT西日本が心線入替、VIPが系統切替実施。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		中日本MM ナカニホン						MM		親 オヤ		9								0		9/23/17		15:18:24		9/23/17		19:59:24		4:41:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＶＩＰ静岡局の中継回線障害（ＮＴＴ光回線の障害）				移基放第15号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		VIP監視装置で故障検知。
現地出稿しNTT西日本が心線入替、VIPが系統切替実施。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/1/17		4:54:07		5/1/17		6:52:37		1:58:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信変換器の部品故障により停波となった。				近放第102358号		高野山東DG局　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信変換器の部品故障により停波となった。当該部品を交換して回復。		なし		713世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				京都 キョウト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		プ		5				○				○		5/30/17		11:25:05		5/30/17		11:25:17		0:00:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位局の比叡山TV固定局のTTL送信機が故障したため停波となった。				近放第101486号		福知山DE局　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系に切り替えて回復。		近放第101496号
近放第101663号
近放第101990号
近放第101662号
近放第101709号
近放第101502号
近放第101707号
近放第101967号
近放第102287号
近放第102420号
近放第102480号
近放第101599号
近放第102211号
近放第102137号
近放第101782号
近放第101776号
近放第102167号		294,765世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/9/17		15:41:12		7/9/17		15:41:13		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷のショックによりSTL装置の障害が発生				近放第100680号		大阪DE　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		自然復旧 フッキュウ		近畿DE全局		8,939,300世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/9/17		21:48:58		7/9/17		21:49:07		0:00:09		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷のショックによりSTL装置の障害が発生				近放第100679号		大阪DG　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系に切り替えて回復。		近放第102071号
近放第102674号
近放第101797号
近放第102334号
近放第102325号
近放第101765号
近放第101862号
近放第101858号
近放第101860号
近放第102464号
近放第101872号
近放第102706号		6,535,133世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/9/17		22:16:47		7/9/17		22:16:57		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷のショックによりSTL装置の障害が発生				近放第100679号		大阪DG　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系に切り替えて回復。		近放第102071号
近放第102674号
近放第101797号
近放第102334号
近放第102325号
近放第101765号
近放第101862号
近放第101858号
近放第101860号
近放第102464号
近放第101872号
近放第102706号		6,535,133世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102618号、近放第102620号		姫路出屋敷DG、DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		80世帯		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102634号		姫路出屋敷局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		62世帯 セタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102635号		姫路出屋敷局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		62世帯 セタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		関西テレビ放送 カンサイホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102636号		姫路出屋敷局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		62世帯 セタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		讀賣テレビ放送 ヨミウリホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102637号		姫路出屋敷局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		62世帯 セタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビジョン						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		16:28:21		1:03:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102662号		姫路出屋敷局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		トリップしたＭＣＣＢを投入して復旧		なし		62世帯 セタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102622号、近放第102623号		姫路西脇DG、DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		306世帯		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102630号		姫路西脇局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		約411世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102635号		姫路西脇局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		約411世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		関西テレビ放送 カンサイホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102636号		姫路西脇局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		約411世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		讀賣テレビ放送 ヨミウリホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102633号		姫路西脇局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		約411世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビジョン						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:26:01		4:01:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102664号 キンホウダイゴウ		姫路西脇局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。		なし		約411世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102619号、近放第102621号		姫路石倉DG、DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				139世帯		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102638号		姫路石倉局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				約206世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102639号 キンホウダイゴウ		姫路石倉局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				約206世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		関西テレビ放送 カンサイホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102640号 キンホウダイゴウ		姫路石倉局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				約206世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		讀賣テレビ放送 ヨミウリホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102641号 キンホウダイゴウ		姫路石倉局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				約206世帯 ヤクセタイ		共建

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビジョン						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		15:24:44		8/22/17		19:38:36		4:13:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による設備故障 ラクライセツビコショウ				近放第102663号 キンホウダイゴウ		姫路石倉局。その他局 キョクタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		受信所の電源設備		他事業者(他の放送事業者)にて対応		損傷した耐雷トランスを交換して復旧。				約206世帯 ヤクセタイ		共建

																												0										0:00:00

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/6/17		2:46:21		7/6/17		2:46:25		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組サーバー（現用系）の不調により、録画番組のスタート時間にスタートしなかった。				近放第100683号 キンホウダイゴウ		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンクの制御機器		事業者が自ら対応(系切替)		故障アラームが発生し、手動で予備系統に切替え復旧。		影響があった下位の放送局（142局）		約976万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/4/17		19:14:43		6/4/17		19:16:43		0:02:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		120秒の長尺CM枠において、タイムコード読み取りエラーのため素材の途中から送出し、素材最終の静止画像を送出し続けた。				近放第100682号		ABC大阪DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		素材管理サーバー		事業者が自ら対応(その他)		「しばらくお待ち下さい」のお詫びコメントに画像を切換、番組本編開始まで送出した。		144局 キョク		約976万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ放送 カンサイホウソウ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/3/17		2:44:58		8/3/17		2:45:13		0:00:15		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送休止中の保守作業における操作ミス				近放第100684号		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		緊急地震速報送出装置		事業者が自ら対応(その他)		放送休止中に緊急地震速報のテスト信号をTTL系統に誤って送出した。TTLを手動で無変調に変更操作して復旧した。親局送信機は保守作業で停波していたため影響はなかった。		影響があった下位の放送局（107局）		約252万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ放送 カンサイホウソウ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/16/17		7:57:32		8/16/17		7:57:45		0:00:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出マトリクスにて切り替えが行われず、映像静止画、音声無音を送出した。				近放第100684号		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(系切替)		マスター監視者が予備系統への切替操作を行って復旧した。		影響があった下位の放送局（142局）		約860万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビジョン						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/2/17		2:34:09		9/2/17		2:34:35		0:00:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出装置の統合バンクメモリー不良。				近放第100689号		神戸局　親局 コウベキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		統合バンクをB系に切り替えて復帰。		(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。		約195万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		4				○				○		4/17/17		23:36:03		4/17/17		23:36:18		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組再生機器の故障 コショウ				近放第27号 キンホウダイゴウ		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再生中のＭＯが停止しリスタートしたが動作せず穴埋フィラーが送出された。ＭＯディスク再生機器を手動で再開した。		近放第100120号。		約1,234万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		4				○				○		4/17/17		23:36:37		4/17/17		23:36:46		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組再生機器の故障 コショウ				近放第27号 キンホウダイゴウ		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		再び停止したため、手動で予備系統に切替え復旧。		近放第100120号。		約1,234万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		ラジオ関西 カンサイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/17/17		17:31:59		8/17/17		17:46:41		0:14:42		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響による誘導雷がISDN専用線に流れ、送信所側の受信コーデックの受信側同期のみが外れたことが原因。				近放第5627号 キンホウダイゴウ		JOCEラジオかんさいとよおかほうそうきょく。中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ISDNコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		受信コーデックの遠隔再起動により復旧。		なし		82,890世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		ラジオ関西 カンサイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		15:56:30		8/22/17		16:01:55		0:05:25		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響による				近放第5627号 キンホウダイゴウ		JOCEラジオかんさいとよおかほうそうきょく。中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ISDNコーデック		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧 シゼンフッキュウ		なし		82,890世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		毎日放送 マイニチホウソウ						FM		親 オヤ		4								0		4/17/17		23:36:03		4/17/17		23:36:18		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組再生機器の故障 コショウ				近放第102736号 キンホウダイゴウ		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再生中のＭＯが停止しリスタートしたが動作せず穴埋フィラーが送出された。ＭＯディスク再生機器を手動で再開した。		近放第100120号。		約637万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		毎日放送 マイニチホウソウ						FM		親 オヤ		4								0		4/17/17		23:36:37		4/17/17		23:36:46		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組再生機器の故障 コショウ				近放第102736号 キンホウダイゴウ		大阪局　親局 オオサカキョクオヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		再び停止したため、手動で予備系統に切替え復旧。		近放第100120号。		約637万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		和歌山放送 ワカヤマホウソウ						FM		中 ナカ		7				○				○		7/29/17		10:55:00		7/29/17		12:28:00		1:33:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		土木工事により電気通信事業者の地中埋設ケーブルが切断され回線障害が発生				近放第102752号 キンホウダイゴウ		県新宮FM中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他) タ		監視装置にて故障検知。点検業者を現地出向させ状況確認。電気通信事業者回線の早期復旧困難と判断し、AM新宮局(1557kHz)放送波を受信して復旧。電気通信事業者回線は、同日21時35分に復旧。		近放第102754号		3万余世帯		共建		土木工事により電気通信事業者の地中埋設ケーブルが切断され回線障害が発生。関係先との休日連絡網が十分に機能せず、状況・復旧見込みの確認に時間を要したため、連絡体制の見直しを行った。影響が生じた世帯については、ほぼ同一エリアをカバーするAM局の聴取が可能であった。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		エフエム・キタ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/4/17		11:42:11		5/4/17		12:57:12		1:15:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送電中断により送信機器停止				近放第100045号 キンホウダイゴウ		うめだエフエム　親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		送電中断により送信機器停止、電源点検後、繋ぎ替え復旧。		なし		約16.5万世帯

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/12/17		17:43:25		8/12/17		18:47:04		1:03:39		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信所にてSTL回線の断線				近放第100162号 キンホウダイゴウ		エフエムあやべ（親局） オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器により放送中断確認、送信所にてSTL回線の断線を確認後、NTT予備回線に変更し放送復旧。		近放第102769。近放第102770。		8,496世帯		単独 タンドク		エフエムあやべふじやま固定局の変調器故障のため、ＳＴＬ回線が断状態となり、  無変調状態になった

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		中 ナカ		8								0		8/12/17		17:43:25		8/13/17		21:27:50		27:44:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信所にてSTL回線の断線				近放第102769号 ゴウ		エフエムあやべ 浅根山(中継局)				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換) コウカン		無音検知器のアラームにより放送中断確認。エフエムあやべふじやま固定局の変調器部を交換しSTL回線及び放送復旧。				1,298世帯		単独 タンドク		エフエムあやべふじやま固定局の変調器故障のため、ＳＴＬ回線が断状態となり、  無変調状態になった

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		中 ナカ		8								0		8/12/17		17:43:25		8/13/17		21:27:50		27:44:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信所にてSTL回線の断線				近放第102770号 ゴウ		エフエムあやべ君尾山（中継局） キミオヤマチュウケイキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換) コウカン		無音検知器のアラームにより放送中断確認。エフエムあやべふじやま固定局の変調器部を交換しSTL回線及び放送復旧。				587世帯		単独 タンドク		エフエムあやべふじやま固定局の変調器故障のため、ＳＴＬ回線が断状態となり、  無変調状態になった

				近畿 キンキ				京都 キョウト		ＦＭ　TANABE						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/11/17		11:04:25		4/11/17		11:09:05		0:04:40		停電 テイデン		停電 テイデン		停電によるAPS停止。送信所はUPSにより停波せず。				近放第101883号		エフエムたなべ　親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		11：05に停電復旧次第、放送システムの復旧に取り掛かり、放送復旧。		なし		約3万世帯 ヤクマンセタイ

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		たんぱコミュニティネットワーク						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/4/17		11:47:00		8/4/17		12:01:00		0:14:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT西日本のＩＰ回線工事（無通知による工事）				近放第102739号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		平成29年8月4日
11:47　放送波モニターにて放送中断確認
11:48　送信所無音検知メールを全スタッフへ自動送信
11:49　演奏所の伝送回線警報アラーム発生
11:50　安全山伝送回線異常を確認
11:55　安全山送信所へ出向（確認状況等）
12:01　放送波モニターの確認・無音復旧検知メールの受信・伝送回線警報アラームの復旧で通常放送復旧を確認
12:45　送信所へ出向中のスタッフが現地でＮＴＴの工事担当者と接触し、光回線の張替工事を実施したことを確認
13:10　安全山送信所の設備状況を確認				約9,050世帯

				近畿 キンキ				京都 キョウト		コミュニティラジオ京都 キョウト						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/25/17		17:49:28		8/25/17		18:08:50		0:19:22		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		主サ－バ電源誤操作				近放第１０２７４７号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		①誤操作に対して、物理的及びソフト的対策実施　　②自然復旧のため対策できず

																												0										0:00:00

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送 ヒロシマホウソウ						DTV		中 ナカ		6				○				○		6/4/17		4:10:00		6/4/17		12:38:51		8:28:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		回り込みキャンセラー装置の故障				中放第11217号 ナカホウダイ		HTV呉広DTV・その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		手動操作により系統切替。		なし		19,534世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送 ヒロシマホウソウ						DTV		プ		6				○				○		6/30/17		1:59:00		6/30/17		2:02:23		0:03:23		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		HTV福山DTV　ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第11309号｡中放第11394号｡中		376,500世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送 ヒロシマホウソウ						DTV		プ		6				○				○		6/30/17		2:05:17		6/30/17		2:06:33		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		HTV福山DTV　ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第11309号｡中放第11394号｡中		376,500世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送 ヒロシマホウソウ						DTV		プ		7				○				○		7/5/17		8:32:16		7/5/17		8:32:23		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		HTV福山DTV　ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第11309号｡中放第11394号｡中		376,500世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送 ヒロシマホウソウ						DTV		プ		7				○				○		7/5/17		8:33:13		7/5/17		8:34:54		0:01:41		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		HTV福山DTV　ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第11309号｡中放第11394号｡中		376,500世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		6								0		6/30/17		1:59:28		6/30/17		2:02:14		0:02:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信レベルが低下し、放送断。				中放第10566号		福山DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10650号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10785号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10722号。中放第10652号。中放第10771号。中放第10786号。中放第10971号。中放第10994号。中放第11158号。中放第11397号。中放第11837号。中放第12009号。中放第11072号。中放第11132号。中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号。中放第11252号。中放第11185号。中放第11306号。中放第10977号。		370,696世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		6								0		6/30/17		2:06:07		6/30/17		2:06:25		0:00:18		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信レベルが低下し、放送断。				中放第10566号		福山DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10650号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10785号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10722号。中放第10652号。中放第10771号。中放第10786号。中放第10971号。中放第10994号。中放第11158号。中放第11397号。中放第11837号。中放第12009号。中放第11072号。中放第11132号。中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号。中放第11252号。中放第11185号。中放第11306号。中放第10977号。		370,696世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7								0		7/5/17		8:33:43		7/5/17		8:34:45		0:01:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰が発生。受信レベルが低下し、放送断。				中放第10566号		福山DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10650号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10785号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10722号。中放第10652号。中放第10771号。中放第10786号。中放第10971号。中放第10994号。中放第11158号。中放第11397号。中放第11837号。中放第12009号。中放第11072号。中放第11132号。中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号。中放第11252号。中放第11185号。中放第11306号。中放第10977号。		370,696世帯		共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/25/17		2:34:00		9/25/17		2:35:10		0:01:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		停波を前提とした本社マスター訓練中に、同時刻に作業を行っていた送信所側の手順ミスにより送信機が自動起動し、不適切映像が放送された。				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(その他) タ		TVマスターのTVモニタで放送中であることに気が付いたため、映像をカラーバーに切り替えた。		下位58局 カイキョク		1,097,327世帯

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山放送 オカヤマホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/26/17		1:53:45		9/26/17		2:03:45		0:10:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		発局と自局の放送枠時間不一致のため。				中放第10503号		OHK岡山DTV。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		緊急措置として瀬戸大橋情報カメラを差替送出した。		下位72局 カイキョク		1,082,430世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/5/17		4:05:27		7/5/17		4:05:38		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		番組受給CS回線の降雨減衰				四放第4245号		高松局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		マスター監視により、原因確認。対応中に自然復旧した。		下位局５５局		1,031,660世帯

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送 ヤマグチホウソウ						R		親 オヤ		9				○				○		9/27/17		20:14:02		9/27/17		20:14:25		0:00:23		停電 テイデン		停電 テイデン		停電が発生し、現在ＵＰＳ（無停電電源装置・停電から発電機に切り替わるまでの救済用電源装置）が故障中であったため、発電機運用に切り替わるまでの時間（２３秒間）停波となった。				中放第 ４９号		周南ラジオ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		停電が発生し、現在UPSが故障中であったため、発電機運用に切り替わるまでの時間、停波となった。		なし		約３７３，０００世帯		単独 タンドク		UPSの更新を準備中

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		テレビ山口 ヤマグチ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/25/17		18:38:42		7/25/17		18:38:49		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		本社演奏所近傍に落雷。サージ電流がＳＴＬ他放送信号に飛び込み破綻。				中放第１０５１０号		山口局、親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復帰。復帰後、本社設備の点検を実施。		下位局５９局		559,196世帯

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本海テレビジョン放送 ニホンカイホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/29/17		0:59:00		7/29/17		2:10:00		1:11:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組の緊急延長操作ミスにより、延長部分より番組非連動データ放送が中断				中放第10499号		NKT鳥取DTV局。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(その他) タ		番組非連動データ放送送出用データを修正し復旧。		ﾌﾟﾗﾝ中放第10519号。中放第10593号。中放第10597号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10633号。中放第10635号。中放第10637号。中放第10658号。中放第10659号。中放第10660号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10667号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10668号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10669号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10670号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10671号。中放第10919号。中放第10920号。中放第10921号。中放第10922号。中放第10923号。中放第10924号。中放第10926号。中放第10927号。中放第1092		413,215世帯		共建		12セグ放送向けデータ放送

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本海テレビジョン放送 ニホンカイホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/29/17		0:59:00		7/29/17		2:54:00		1:55:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組の緊急延長操作ミスにより、延長部分より番組非連動データ放送が中断				中放第10499号		NKT鳥取DTV局。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(その他) タ		番組非連動データ放送送出用データを修正し復旧。		ﾌﾟﾗﾝ中放第10519号。中放第10593号。中放第10597号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10633号。中放第10635号。中放第10637号。中放第10658号。中放第10659号。中放第10660号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10667号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10668号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10669号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10670号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10671号。中放第10919号。中放第10920号。中放第10921号。中放第10922号。中放第10923号。中放第10924号。中放第10926号。中放第10927号。中放第1092		413,215世帯		共建		1セグ放送向けデータ放送

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本海テレビジョン放送 ニホンカイホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/18/17		2:50:00		8/18/17		4:30:00		1:40:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷により電源ブレーカーがトリップ				中放第10593号		NKT智頭DTV局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		現場出向しブレーカーを入れ直し復旧。		中放第11631号。中放第11632号。		2,271世帯		共建

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		5				○		□		0		5/16/17		19:28:04		5/16/17		19:28:27		0:00:23		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		STL（自営回線）のフェージング				中放第１０５００号		BSS松江DTV　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		STL回線のフェージングが続き放送が断続する恐れがあったため、予防措置として予備回線（ＩＰ回線）へ切り替えた。切替時には放送ＴＳが瞬断するため、ＯＦＤＭ変調器が安定するまでの時間、放送が中断した。		下位局61局 カイキョクキョク		418,708世帯				親局までの中継回線へのフェージング、バックアップ系統への切り替えによるものであり、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		5				○		□		0		5/16/17		19:30:45		5/16/17		19:30:57		0:00:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		STL（自営回線）のフェージング				中放第１０５００号		BSS松江DTV　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		STL回線のフェージングが続き放送が断続する恐れがあったため、予防措置として予備回線（ＩＰ回線）へ切り替えた。切替時には放送ＴＳが瞬断するため、ＯＦＤＭ変調器が安定するまでの時間、放送が中断した。		下位局61局 カイキョクキョク		418,708世帯				親局までの中継回線へのフェージング、バックアップ系統への切り替えによるものであり、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/15/17		7:26:40		9/15/17		7:27:03		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		STLの送信装置が故障				中放第１０５００号		BSS松江DTV　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(系切替)		STLの送信装置が故障し、これを検知して自動で予備装置に切り替わったが、放送ＴＳが瞬断したため、放送機出力が安定しＴＶ受信機出力が正常になるまでの時間、放送が中断した。		下位局61局 カイキョクキョク		418,708世帯				親局までの中継回線切り替えによるものであり、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						R		プ		4				○				○		4/22/17		23:14:53		4/22/17		23:16:50		0:01:57		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		送受信所間伝送線の障害(エネコムＶ－ＬＡＮ)				中放第１２１１１号		ＢＳＳ鳥取ＦＭ プラン局		ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞが提供する電気通信設備		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧。原因の特定は出来ていないが、ＩＰコーデックのエラーログからネットワーク機器の故障が疑われたため、ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞで当該機器の交換を実施した。				113,241世帯		単独 タンドク		故障設備は、FM補完局

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン サンインチュウオウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/18/17		2:50:00		8/18/17		4:39:00		1:49:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷サージにより送受信機の両系統の電源ブレーカーがトリップ。				中放第10612号		TSK智頭DTV。その他局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		監視装置にて故障検知。
先行して入局した日本海テレビにて電源ブレーカーを再投入。		中放第11661号。第11662号		2271世帯		共建		日本海テレビも同様に両系統の電源ブレーカーがトリップした。その他の放送事業者への影響はなし。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム オカヤマ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/4/17		7:29:23		7/4/17		7:55:04		0:25:41		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		コーデック異常 イジョウ				中放第10035号		親局		コーデック		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		生放送中にスタジオで検知。無音装置でも感知。コーデック再起動で復旧。				約37万世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		ＦＭはつかいち						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/29/17		15:01:03		6/29/17		15:12:23		0:11:20		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第10807号		エフエムはつかいち　親局		V-LAN故障		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		(株)エネルギアコミュニケーションの作業により復旧		なし		80,000世帯		単独 タンドク		メールでの問合せ2件あり。

																												0										0:00:00

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/7/17		6:03:16		8/8/17		19:59:12		37:55:56		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						四放第4821号		ＮＨＫ沖ノ島弘瀬ＤＧ		受信所と送信所間の光ケーブル		放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信所～送信所間の伝送線が台風により立木と接触して2ヶ所が断線。波が高かったため翌朝に渡島。断線箇所を張り替えて復旧。		なし		54世帯		共建

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8								0		8/7/17		6:03:16		8/8/17		19:59:12		37:55:56		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						四放第4822号		ＮＨＫ沖ノ島弘瀬ＤE		受信所と送信所間の光ケーブル		放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信所～送信所間の伝送線が台風により立木と接触して2ヶ所が断線。波が高かったため翌朝に渡島。断線箇所を張り替えて復旧。		なし		54世帯		共建

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/22/17		1:08:16		8/22/17		2:41:45		1:33:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷によりＮＦＢが断したため、受信所への電源供給がストップした。				四放第4896号		ＮＨＫ芸西瓜生谷ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		雷によりＮＦＢが断したため、受信所への電源供給がストップした。緊急出向してＮＦＢをＯＮすることで復旧。		なし		64世帯		共建

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		1:08:16		8/22/17		2:41:45		1:33:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷によりＮＦＢが断したため、受信所への電源供給がストップした。				四放第4897号		ＮＨＫ芸西瓜生谷ＤE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		雷によりＮＦＢが断したため、受信所への電源供給がストップした。緊急出向してＮＦＢをＯＮすることで復旧。		なし		64世帯		共建

				四国 シコク				徳島 トクシマ		四国放送 シコクホウソウ						R		中 ナカ		6				○				○		6/21/17		4:38:00		6/21/17		14:18:00		9:40:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		当日未明よりの暴風雨による風倒木が中波空中線に接触し地絡継続状態となった。				四放第45号		牟岐中波放送局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて異常検知。倒木の撤去と放送機リセットをおこない放送再開となった。		なし		9680世帯		単独 タンドク		当該放送局は、離れ島にあり海が荒れていたため現地出向が遅れた。

				四国 シコク				香川 カガワ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/5/17		4:05:27		7/5/17		4:05:38		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		番組受給CS回線の降雨減衰				四放第4245号		高松局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		マスター監視により、原因確認。対応中に自然復旧した。		下位局５５局		1,031,660世帯

				四国 シコク				香川 カガワ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						R		中 ナカ		6				○				○		6/25/17		12:35:50		6/25/17		15:55:00		3:19:10		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT西日本局舎内の信号変換装置の故障				四放第3213号		白鳥ラジオ放送局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTの専用回線収容装置にて故障検知。NTT西日本にて故障ユニットを交換。				76416世帯				12：35：50から15：54：37まで不定期にノイズが混入。15：54：37から15：55：00まで故障ユニット交換のため無音。

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/25/17		2:34:00		9/25/17		2:35:10		0:01:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		停波を前提とした本社マスター訓練中に、同時刻に作業を行っていた送信所側の手順ミスにより送信機が自動起動し、不適切映像が放送された。				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(その他) タ		TVマスターのTVモニタで放送中であることに気が付いたため、映像をカラーバーに切り替えた。		下位58局 カイキョク		1,097,327世帯

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		岡山放送 オカヤマホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○				○		9/26/17		1:53:45		9/26/17		2:03:45		0:10:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		発局と自局の放送枠時間不一致のため。				中放第10503号		OHK岡山DTV。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		緊急措置として瀬戸大橋情報カメラを差替送出した。		下位72局 カイキョク		1,082,430世帯		単独 タンドク

				四国 シコク				高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/7/17		6:03:16		8/8/17		19:59:12		37:55:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し２カ所断線				四放第4826号		RKC沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル張替にて復旧。				約56世帯		共建		台風の影響で現地出向が翌朝になったため復旧に時間を要した。　

				四国 シコク				高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		1:08:16		8/22/17		2:41:45		1:33:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響によりブレーカー断				四放第4893号		RKC芸西瓜生谷DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。雷の影響で、受信所向け電源装置のブレーカーが断した為、受信所への電源供給がストップした。緊急出向でブレーカーをＯＮする事で復旧。				約59世帯		共建

				四国 シコク				高知 コウチ		テレビ高知 コウチ						DTV		中 ナカ		8								0		8/7/17		6:03:16		8/8/17		19:59:12		37:55:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し２カ所断線				四放第4827号		KUTV沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル張替にて復旧。				約56世帯		共建		台風の影響で現地出向が翌朝になったため復旧に時間を要した。　

				四国 シコク				高知 コウチ		テレビ高知 コウチ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		1:08:16		8/22/17		2:41:45		1:33:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響によりブレーカー断				四放第4894号		KUTV芸西瓜生谷DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。雷の影響で、受信所向け電源装置のブレーカーが断した為、受信所への電源供給がストップした。緊急出向でブレーカーをＯＮする事で復旧。				約59世帯		共建

				四国 シコク				高知 コウチ		高知さんさんテレビ コウチ						DTV		中 ナカ		8								0		8/7/17		6:03:16		8/8/17		19:59:12		37:55:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し２カ所断線				四放第4828号		KSS沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル張替にて復旧。				約56世帯		共建		台風の影響で現地出向が翌朝になったため復旧に時間を要した。　

				四国 シコク				高知 コウチ		高知さんさんテレビ コウチ						DTV		中 ナカ		8								0		8/22/17		1:08:16		8/22/17		2:41:45		1:33:29		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響によりブレーカー断				四放第4892号		KSS芸西瓜生谷DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		監視通報装置により停波を検知。雷の影響で、受信所向け電源装置のブレーカーが断した為、受信所への電源供給がストップした。緊急出向でブレーカーをＯＮする事で復旧。				約59世帯		共建

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エムエム徳島 トクシマ						FM		中 ナカ		9				○				○		9/18/17		12:59:00		9/18/17		13:02:00		0:03:00		自然災害 シゼンサイガイ		停電 テイデン		台風18号の影響で送電線が切断され、日和佐中継所が長期の停電状態になり、当該局で送信機の予備電源として使っているバッテリの電力供給能力が限界を迎えるため。				四放第３００８号		日和佐FM　中継所		制御弁式鉛蓄電池		放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		当社の技術員が日和佐中継所へ緊急出向し、放送を再開させた。				4379世帯		共建		台風１８号が残した爪痕の影響を受けたため、現地出向が遅延。

				四国 シコク				香川 カガワ		エフエム香川 カガワ						FM		親 オヤ		6				○				○		6/9/17		8:23:29		6/9/17		8:24:19		0:00:50		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		システムがフリーズし、
音声が放送されなくなり、無変調となった。				四放第2078号		JOYU-FMエフエム香川　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		50秒間の無変調の後、無変調検知システムが作動し、穴埋めBGMがマスターから自動送出された。その後、ミキサーを再起動し、復旧。後日、メーカーに代替品と交換してもらった。		下位局なし カイキョク		390673世帯		単独 タンドク

				四国 シコク				香川 カガワ		エフエム香川 カガワ						FM		親 オヤ		7				○				○		7/29/17		19:04:58		7/29/17		19:24:08		0:19:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		組送出装置（番組バンク）に誤った番組登録				四放第2078号		JOYU-FMエフエム香川　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他) タ		エンド信号を検出し自動穴埋めの音楽が流れた。19時24分08秒より通常番組を再開した。		下位局なし カイキョク		390673世帯		単独 タンドク

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛 エヒメ						FM		親 オヤ		4				○				○		4/8/17		20:13:46		4/8/17		20:14:07		0:00:21		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組の編集ミス ヘンシュウ				四放第1226号		松山局(親局)				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		無変調検知システムが作動する前に、番組音声が復帰。対応は行えなかった。		四放第1239号
四放第1240号
四放第1241号
四放第2501号
四放第3212号
四放第4147号
四放第4157号
四放第5081号		556,489世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛 エヒメ						FM		親 オヤ		4				○				○		4/8/17		20:20:09		4/8/17		20:20:30		0:00:21		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組の編集ミス ヘンシュウ				四放第1226号		松山局(親局)				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		無変調検知システムが作動する前に、番組音声が復帰。対応は行えなかった。		四放第1239号
四放第1240号
四放第1241号
四放第2501号
四放第3212号
四放第4147号
四放第4157号
四放第5081号		556,489世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛 エヒメ						FM		親 オヤ		5				○				○		5/3/17		13:31:00		5/3/17		13:31:22		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		APS(自動番組送出システム)のデジタル入力ユニットの故障。				四放第1226号		松山局(親局)				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し、穴埋BGMを自動送出。その後、番組送出場所を「スタジオ1」に変更し番組復帰。故障したデジタル入力ユニットは放送終了後に予備ユニットに交換。		四放第1239号
四放第1240号
四放第1241号
四放第2501号
四放第3212号
四放第4147号
四放第4157号
四放第5081号		556,489世帯

				四国 シコク		重 ジュウ		高知 コウチ		高知シティエフエムラジオ放送 コウチホウソウ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/13/17		14:15:00		5/15/17		13:24:40		47:09:40		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		光回線終端装置				四放第4153号 シホウダイゴウ						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		通信復旧までの間は五台山送信所に設置したPC音源より音楽などを放送 ツウシンフッキュウアイダゴダイヤマソウシンジョセッチオンゲンオンガクホウソウ				150,458世帯 セタイ

				四国 シコク				香川 カガワ		エフエム高松コミュニティ放送 タカマツホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/5/17		8:05:00		7/5/17		9:00:00		0:55:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、電源の切替え装置に異常を来し正常に電源供給が行われなかった。				四放第3300号		エフエム高松コミュニティ放送				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再起動することにより復旧した。		なし		約12万世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/7/17		9:28:00		7/7/17		16:12:00		6:44:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電予備電源（BF）も放電終止して停波				九放第9549号		宝珠山DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		携帯型発電機により救済。その後商用電源回復。		なし		895世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/7/17		9:28:00		7/7/17		16:12:00		6:44:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電予備電源（BF）も放電終止して停波				九放第9550号		宝珠山DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		携帯型発電機により救済。その後商用電源回復。		なし		895世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/12/17		5:30:00		9/12/17		7:52:50		2:22:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第10579号		立花兼松DE（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復				341世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/1/17		20:45:01		8/1/17		20:47:59		0:02:58		その他 タ		その他		福岡局のマルチ編成時の登録ミス				九放第8912号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		福岡局にて手動復旧処置		下位局４４局 キョク		1,071,162世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/30/17		0:19:20		9/30/17		5:40:03		5:20:43		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第10723号		阿翁DE（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		なし		348世帯		共建		1:50～5:30は放送休止

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/4/17		19:19:51		9/4/17		22:37:43		3:17:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第10719号		西彼大島DG（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		なし		168世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/4/17		9:06:54		7/4/17		12:33:50		3:26:56		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風3号の強風による受信アンテナの方向ずれ				九放第9551号		三角DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信アンテナの方向再調整		九放第 10880号
大矢野北DG(その他局)
九放第 11176号
大矢野南DG(その他局)		5,143世帯		単独 タンドク		予備電源（EG）は共用。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10829号		御所浦嵐口DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		緊急出向し電源部を補修して回復		なし		304世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/15/17		3:59:12		8/15/17		3:59:25		0:00:13		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による装置異常				九放第8857号		熊本DG（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				下位局26局 カイキョクキョク		1,004,254世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10910号		牛深内の原DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		緊急出向し電源部を補修して回復		なし		100世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7								0		7/4/17		9:06:54		7/4/17		12:33:50		3:26:56		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風3号の強風による受信アンテナの方向ずれ				九放第9562号		三角DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信アンテナの方向再調整		九放第 10882号
大矢野北DE(その他局)
九放第 11177号
大矢野南DE(その他局)		5,143世帯		単独 タンドク		予備電源（EG）は共用。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7								0		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10831号		御所浦嵐口DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		緊急出向し電源部を補修して回復		なし		304世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8								0		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10911号		牛深内の原DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		緊急出向し電源部を補修して回復		なし		100世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/6/17		6:30:00		7/6/17		8:40:30		2:10:30		停電 テイデン		自然故障 シゼンコショウ		商用電源の停電。停電中のBF装置故障				九放第10464号		日出生DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		BF装置を修理して回復		なし		237世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/31/17		17:03:00		7/31/17		19:54:00		2:51:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障 ラクライデンゲンブコショウ				九放第10548号		東稙田DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		13,001世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7								0		7/6/17		6:30:00		7/6/17		8:40:30		2:10:30		停電 テイデン		自然故障 シゼンコショウ		商用電源の停電。停電中のBF装置故障				九放第10465号		日出生DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		BF装置を修理して回復		なし		237世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7								0		7/31/17		17:03:00		7/31/17		19:54:00		2:51:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障 ラクライデンゲンブコショウ				九放第10550号		東稙田DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		13,001世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/5/17		7:09:05		4/5/17		9:56:40		2:47:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信変換ユニットの故障				九放第9632号		日当山DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		送信変換ユニットを修理して回復		なし		4999世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		6				○				○		6/26/17		2:13:46		6/26/17		7:20:57		5:07:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第10172号		長島小浜DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		なし		147世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/5/17		2:30:20		7/5/17		4:46:45		2:16:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第11262号		上伊集院DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		なし		612世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障 ラクライデンゲンブコショウ				九放第10176号		伊集院東DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		677世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				九放第10248号		名瀬小宿DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		携帯型発電機により救済。その後商用電源回復。		なし		1459世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		7								0		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障 ラクライデンゲンブコショウ				九放第10178号		伊集院東DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部部品を補修して回復		なし		677世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 ナカ		8								0		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				九放第10256号		名瀬小宿DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他) タ		携帯型発電機により救済。その後商用電源回復。		なし		1459世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		6				○				○		6/1/17		14:19:04		6/1/17		14:27:51		0:08:47		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		プログラム回線断に伴う音声断				九放第8789号		大口R1(その他局)				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		プログラム回線の回復		なし		13,604世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/25/17		13:56:05		5/25/17		15:41:34		1:45:29		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信装置の故障により停波。				九放第11275号		豊前中村局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(その他)		不具合部品の交換により放送復旧		なし		1,077世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/7/17		5:17:00		7/7/17		16:23:00		11:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		九州北部豪雨による送電柱の倒壊により停電し、バックアップ電池の放電終了により停波。 キュウシュウホクブゴウウ				九放第9457号		宝珠山局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機により電源供給して復旧。				871世帯		共建		悪天候かつ出向路崩壊により現地到着及び復旧が遅延。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 ナカ		8				○				○		8/21/17		14:01:55		8/21/17		14:08:46		0:06:51		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第109号		行橋R				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモートにて保護回路を解除、リセットし送信機を再起動。				277,193世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		九州朝日放送 キュウシュウアサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/7/17		5:17:00		7/7/17		16:23:00		11:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第9462号		宝珠山局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機を持参して現地出向し、復電まで有人で対応した。				871世帯		共建		九州北部豪雨により停電。道路寸断により出向が極めて困難な状況にあり遅延した。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニホン						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/17/17		9:08:40		5/17/17		11:25:33		2:16:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信ユニットの故障				九放第10611号		TNC上毛土佐井DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ		基本装置 キホンソウチ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。緊急出向により対応。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニホン						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/2/17		12:34:52		7/2/17		14:53:27		2:18:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機の故障				九放第10559号		TNC香春DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ		基本装置 キホンソウチ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。緊急出向により対応。		なし		726世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニホン						DTV		中 ナカ		7								0		7/7/17		5:17:00		7/7/17		16:23:00		11:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第9468号		TNC宝珠山DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向により発電機で電力供給対応。		なし		871世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニホン						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/14/17		16:48:57		7/14/17		18:17:25		1:28:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10443号		TNC小峠DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ		基本装置 キホンソウチ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。緊急出向により対応。		なし		160世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送 フクオカホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○				○		7/1/17		16:57:47		7/1/17		16:59:11		0:01:24		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		STL機器の故障				九放第8889号		福岡局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキリカエ		STL機器を第2装置に切り替えて復帰		九放第9011号(糸島局)、九放第9575号(早良局)、九放第10487号(玄海北局)、九放第9300号(杷木局)、九放第10546号(深江局)、九放第10573号(立花口局)、九放第9461号(宝珠山局)、九放第11381号(西浦局)		1,083,454世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送 フクオカホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/7/17		5:17:00		7/7/17		16:23:00		11:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨による停電が長時間におよび、予備電池も尽きて停波した				九放第9461号		宝珠山局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		発電機により電力を供給し復旧		なし		871世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送 フクオカホウソウ						DTV		プ		8				○				○		8/23/17		19:19:27		8/23/17		19:19:33		0:00:06		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		リモコン装置の更新工事中に、誤って電源ケーブルを短絡させ、放送機のブレーカーが落ちたことにより停波した。				九放第8944号		久留米局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		放送機の(自動)号機切替で復帰		九放第9179号(黒木局)、九放第9864号(上陽局)、九放第9570号(太宰府局)、九放第9673号(黒木谷局)、九放第10123号(星野局)、九放第9847号(筑後矢部局)、九放第10295号(八女山内局)、九放第10294号(甘木千手局)、九放第10566号(立花兼松局)、九放第9128号(須恵局)		1,232,462世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		TVQ九州放送 キュウシュウホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/7/17		5:17:00		7/7/17		16:23:00		11:06:00		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨による停電が長時間におよび、予備電池も尽きて停波した。				九放第9463号		宝珠山局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		発電機により電力を供給し復旧。		なし		871世帯		共建		九州北部豪雨の影響により、出向路寸断で復旧に時間がかかった。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/4/17		9:06:54		7/4/17		12:33:50		3:26:56		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風３号の強風による受信アンテナの方向ずれ				九放第9483号		三角局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信アンテナの方向再調整		大矢野北、大矢野南		影響世帯数3636				予備電源はNHK、民放共用

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10804号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数304		共建		NHK、民放全社共同建設

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10939号		牛深内の原局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数100		共建		NHK、民放全社共同建設

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		中 ナカ		9				○				○		9/7/17		13:05:00		9/7/17		14:46:00		1:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電ブレーカーの故障				九放第10612号		栖本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		作業員が緊急出向し発電機運用に切り替え。故障装置交換実施。		なし		影響世帯数573		共建		NHK、民放全社共同建設,予備電源は民放共用

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						R		中 ナカ		8				○				○		8/15/17		1:31:07		8/15/17		3:19:21		1:48:14		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷によるＮＴＲ（送信機保護動作）が発生。				九放第956号		ＲＫＫ荒尾Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源再投入を行い回復		なし		456,297世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本 クマモト						DTV		中 ナカ		7								0		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10820号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復。		なし		304世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本 クマモト						DTV		中 ナカ		8								0		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10923号		牛深内の原局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復。		なし		100世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本 クマモト						DTV		中 ナカ		9								0		9/7/17		13:05:00		9/7/17		14:46:00		1:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電ブレーカーの故障				九放第10591号		栖本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		発電機運用に切り替えて復旧。故障機器の交換実施済。		なし		573世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		中 ナカ		7								0		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10808号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数304		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		中 ナカ		8								0		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10929号		牛深内の原局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数100		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		中 ナカ		9								0		9/7/17		13:05:00		9/7/17		14:46:00		1:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電ブレーカーの故障				九放第10619号		栖本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		発電機運用に切り替えて復旧。故障機器の交換実施済。		なし		573世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送 クマモトアサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/6/17		19:50:00		7/6/17		23:25:06		3:35:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10809号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数304		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送 クマモトアサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/15/17		21:40:48		8/16/17		1:48:25		4:07:37		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部故障				九放第10893号		牛深内の原局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		電源部を補修して回復		なし		影響世帯数100		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送 クマモトアサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		9								0		9/7/17		13:05:00		9/7/17		14:46:00		1:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電ブレーカーの故障				九放第10588号		栖本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		発電機運用に切り替えて復旧。故障機器の交換実施済。		なし		573世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送 オオイタホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/31/17		17:03:00		7/31/17		19:27:00		2:24:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電部、非常用電源故障				九放第10526号		OBS東稙田DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		充電器の制御基板を交換。				13001世帯		共建		充電器の制御基板故障によりBFのバックアップも出来ず。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		テレビ大分 オオイタ						DTV		中 ナカ		7								0		7/31/17		17:03:00		7/31/17		19:54:00		2:51:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電部、非常用電源故障				九放第10534号		東稙田局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		電源部を補修。				13001世帯		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分朝日放送 オオイタアサヒホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/31/17		17:03:00		7/31/17		19:27:00		2:24:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による受電部、非常用電源故障				九放第10549号		OAB東稙田DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		充電器と受電ブレーカーを交換		なし		13,001世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障						ＭＢＣ伊集院東ＤＴＶ(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		電源部部品を補修して回復		なし		677世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		台風５号による停電、バッテリーが放電終止						ＭＢＣ名瀬小宿ＤＴＶ（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		なし		1408世帯		共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10144号		ＫＴＳ伊集院東ＤＴＶ(その他局)　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		電源部部品を補修して回復				677世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				九放第10238号		ＫＴＳ名瀬小宿ＤＴＶ(その他局)　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機により救済		なし		1408世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/12/17		14:00:00		8/12/17		17:17:12		3:17:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障 キホンソウチコショウ				九放第10147号		ＫＴＳ長島小浜ＤＴＶ(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機) ソウシンキ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		基本装置予備品に交換				159世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 ナカ		7								0		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障				九放第10137号		ＫＫＢ伊集院東ＤＴＶ				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		電源部部品を補修して回復		なし		677世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 ナカ		8								0		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		台風５号による停電、バッテリーが放電終止				九放第10230号		ＫＫＢ名瀬小宿ＤＴＶ				番組送出設備		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		携帯発電機でバックアップして放送回復		なし		1408世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ カゴシマヨミウリ						DTV		中 ナカ		7								0		7/19/17		7:14:00		7/19/17		8:20:00		1:06:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による電源部の故障。				九放第10138号		ＫＹＴ伊集院東局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		電源部部品を補修して回復。		なし		677世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ カゴシマヨミウリ						DTV		中 ナカ		8								0		8/6/17		1:26:54		8/6/17		8:48:14		7:21:20		停電 テイデン		停電 テイデン		台風５号による停電、バッテリーが放電終止。				九放第10222号		ＫＹＴ名瀬小宿局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯型発電機により、救済。その後、商用電源回復。				1408世帯		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FM		親 オヤ		5				○				○		5/21/17		7:57:00		5/21/17		7:57:18		0:00:18		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組本編素材とは別機器で放送している後枠素材が放送されず無音				九放第5719号		大分ＦＭ（親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		APS(自動番組送出装置)にある無音自動穴埋め機能で自動的に音声は復帰しました。		九放第5869号(玖珠FM)
九放第5870号(日田FM)
九放第5871号(佐伯FM)
九放第5872号(津久見FM)
九放第5873号(中津FM)
九放第8511号(竹田FM)		410,464世帯

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FM		親 オヤ		6				○				○		6/16/17		11:43:43		6/16/17		11:46:12		0:02:29		その他 タ		ソフトウェア不具合		コーディックが突然再起動し音声断となった				九放第5719号		大分ＦＭ（親局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		メーカーに突然再起動する原因と対策を依頼		九放第5869号(玖珠FM)
九放第5870号(日田FM)
九放第5871号(佐伯FM)
九放第5872号(津久見FM)
九放第5873号(中津FM)
九放第8511号(竹田FM)		410,464世帯

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		佐賀 サガ		道路交通情報通信システムセンター						FM		親 オヤ		7				○				○		7/6/17		3:29:39		7/6/17		7:05:23		3:35:44		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		ルーターの動作不良 ドウサフリョウ				九放第8752号		VICS佐賀。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		VICS架全体の電源をOFF/ONして全体の再起動を実施することにより復旧		九放第8753号		402,716世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		FMからつ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/5/17		22:50:00		7/5/17		23:05:00		0:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷によるISDN回線の伝送エラー				九放第10340号		FMからつ局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		FMからつ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/14/17		21:56:00		8/14/17		22:15:00		0:19:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷によるISDN回線の伝送エラー				九放第10340号		FMからつ局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		FMしまばら						CFM		中 ナカ		7				○				○		7/12/17		4:40:00		7/12/17		7:50:00		3:10:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、中継回線(ISDN)の終端が故障し無変調状態になった				九放第11461		上原中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置) ソウシンソウチ				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備回線(ビジネスイーサ)に切替て復旧。		なし		対象世帯：6830

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		西九州電設 ニシキュウシュウデンセツ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/6/17		11:00:05		6/6/17		11:01:08		0:01:03		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スケジューラーの設定ミスによる										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		手動にて通常放送番組に切り替え復旧

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		西九州電設 ニシキュウシュウデンセツ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/12/17		16:00:05		7/12/17		17:40:14		1:40:09		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷の影響でブレーカーが落ちており、予備電源を使い切った後停波										放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所に出向しブレーカーを上げ復旧。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		ゆふいんラヂオ						CFM		中 ナカ		7				○				○		7/5/17		15:50:00		7/6/17		18:30:00		26:40:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		ターミナルアダプタ故障 コショウ				九放第11371号		ゆふいんラヂオ局五ヶ瀬FM				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		現地出向し、代替え機に交換				8,076世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		FMきりしま						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/13/17		7:20:46		5/13/17		7:50:03		0:29:17		その他 タ		その他 タ		原因不明により送信所切換制御器のALMがTX-1・2とも点灯していた。										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所の切換制御器のALMをリセットしたところ放送が復旧した。				約5万世帯		単独 タンドク		原因を調査したが、特定できず。以後は発生していない。

																												0										0:00:00

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						ワイド		中 ナカ		9								0		9/13/17		19:39:00		9/14/17		11:42:00		16:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風により停電発生。発電機にて運用していたが、温度異常により発電機が停止。電源供給が絶たれ停波。				沖放第539		RBC伊良部R。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		手動にて非常用発電機を再起動し復旧				21,196世帯		共建

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ オキナワ						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/7/17		4:20:00		4/7/17		5:26:00		1:06:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送開始前に行った一連の機器チェックが間違っていたため、放送開始後PAT情報が放送休止状態を保持したままだった。そのため、受像機が正常に画音表示できなかった。				沖放第558号		OTV那覇DTV　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		マスター設備の一部であるMUX装置を再起動して復旧 セツビイチブソウチサイキドウフッキュウ		沖放第586号 OTV今帰仁DTV(プラン局)  　　　　　　　　　   沖放第589号 OTV佐敷DTV     　  　　　　沖放第592号 OTV久米島DTV          沖放第610号 OTV久米島東DTV　　　　沖放第608号 OTV本部DTV      沖放第609号 OTV沖縄石川DTV  　　　　　沖放第664号 OTV具志川DTV           沖放第662号 OTV胡屋DTV　　　　　　　沖放第663号 OTV宜野湾DTV　　　　　　沖放第735号 OTV東江DTV		451,279世帯		共建

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ オキナワ						DTV		プ		8				○				○		8/21/17		11:36:00		8/21/17		17:57:00		6:21:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		川平中継局付近で発生した落雷により、放送機電源装置が影響を受けたものと推定。				沖放第634号		OTV川平DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		川平中継局の放送機電源装置（両系）を再起動して復旧 カビラチュウケイキョクホウソウキデンゲンソウチリョウケイサイキドウフッキュウ		沖放第635号 　　　　OTV祖納DTV  　　　　　沖放第640号         OTV与那国DTV           沖放第643号         OTV内道DTV　　		2,062世帯		共建

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		ラジオ沖縄 オキナワ						ワイド		親 オヤ		9				○				○		9/13/17		19:39:00		9/14/17		11:42:00		16:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風18号接近の影響により商用停電し、非常用発電機に自動で切り替わり電源を供給中に非常用発電機の温度異常が発生。これにより機関が停止し、電源供給が絶たれたことで停波した。				沖放第541号		伊良部Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		手動にて発電機を再起動し、放送復旧。		多良間Ｒ　沖放第542号、石垣Ｒ　沖放第531号、祖納Ｒ　沖放第532号、与那国Ｒ　沖放第533号		21,196世帯		共建

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		エフエム沖縄 オキナワ						FM		親 オヤ		5				○				○		5/13/17		9:51:39		5/13/17		10:15:00		0:23:21		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		演奏所近辺へ落雷によると思われる停電が発生。非常用発電機は起動したがCVCFの故障で切替らず。 エンソウジョキンペンラクライオモテイデンハッセイヒジョウヨウハツデンキキドウコショウキリカワ				沖放第119号 オキホウダイゴウ		エフエム沖縄親局 オキナワオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		手動による非常用発電機への切替及びマスター設備を再起動して復旧。 シュドウヒジョウヨウハツデンキキリカエオヨセツビサイキドウフッキュウ		沖放第120号		431,370世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		中 ナカ		5				○				○		5/13/17		12:19:00		5/17/17		10:20:00		94:01:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		多良間中継局へ音声伝送する宮古島市広域情報センター無線中継設備の多良間局舎落雷により、機器故障が発生し中継回線が断となり無音事故が発生した。				沖放第790号		エフエムみやこ多良間中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他) タ				他事業者(電気通信事業者)にて対応		中継回線設備を保守管理する宮古テレビが、故障修理作業を行った結果、中継回線設備が復旧した				499世帯				中継回線設備の部品をメーカーから取り寄せるため、復旧作業に遅延が生じた。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/30/17		15:01:00		7/30/17		15:12:00		0:11:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送番組を管理し自動運行する番組送出装置のプログラム設定ミスにより無音が発生した。				沖放第524号		エフエムみやこ　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置) ソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧		沖放第７９０号　　　　沖放第７９２号		22，486世帯

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/13/17		17:40:00		9/14/17		7:14:00		13:34:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風18号の強風により、空中線柱と支柱を固定するボルトが緩み外れた事から、アングル支柱がケーブル保護管に落下し同軸ケーブルも破損し送信機出力が低下した。				沖放第524号		エフエムみやこ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(その他)		暴風が弱まり明るくなった早朝、無線設備工事業者が同軸ケーブル損傷箇所を修理し応急対応の復旧作業を行った。		沖放第７９０号　　　　沖放第７９２号		18，787世帯				暴風のため、現地復旧作業が遅延。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		中 ナカ		9				○				○		9/13/17		13:30:00		9/14/17		13:10:00		23:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン		上野中継局送信設備を設置してある宮古島市上野庁舎が、台風により停電。更に、同施設の非常用発電機の故障により電力が供給されず停波となった。				沖放第７９２号		エフエムみやこ上野中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				他事業者(電気事業者)にて対応		沖縄電力の停電復旧作業により電力が回復した。				３，２００世帯				暴風のため、現地復旧作業が遅延。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		中 ナカ		9				○				○		9/13/17		19:05:00		9/14/17		11:45:00		16:40:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		親局から多良間中継局へ音声伝送する宮古島市広域情報センター無線中継設備の伊良部局舎停電により信号が伝送されず、無音が発生した。				沖放第７９０号		エフエムみやこ多良間中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		中継回線設備を保守管理する宮古テレビが、非常用発電機を復旧させた、中継回線故障が解消された。				499世帯				暴風のため、現地復旧作業が遅延。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムいしがき						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/8/17		17:00:00		6/8/17		17:15:00		0:15:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ		瞬断がおき、コーディックが停止した。				沖放第575号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		遠送所より遠隔操作でコーディック再起動を行った				２３，１４２世帯 セタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムいしがき						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/29/17		14:06:00		6/29/17		14:10:00		0:04:00		停電 テイデン		他の事業者による要因		電力会社送電の不備による停電				沖放第575号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		停電が起きた直後、発電機を起こし、最小限での機材で放送を行った				２３，１４２世帯 セタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムよみたん						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/14/17		15:53:00		8/14/17		16:01:00		0:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		本送信所に設置している換気扇による漏電ショートにより、ブレーカーダウン.その後UPSが起動したが、バッテリー切れにより送信機停波。				沖放第598号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		本送信所に設置している換気扇		他事業者(電気通信事業者)にて対応		本送信所復旧までの間、予備送信所から放送をし復旧。無線従事者及び業者にて、本送信所移動、現場確認、その後復旧修理		なし						修理後、本送信所への切り替えに当たり、同日18:41から19:09までの間、計画的な放送休止を実施。

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		エフエムやんばる						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/13/17		18:19:00		6/13/17		23:05:00		4:46:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		荒天で雷及び稲光が断続的に発生。大きな雷鳴が響き放送が中断。 コウテンカミナリオヨイナビカリダンゾクテキハッセイオオライメイヒビホウソウチュウダン				沖放第759号		FMやんばる　親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		UPS装置		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		部材等を用意し、UPS装置をバイパスさせ、2台の送信機の電源ヒューズ交換をした時点で、2台の送信機共に動作したため放送を復旧させた。				22201世帯 セタイ				悪天候のため、現地出向が遅延。
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				本省						釣りビジョン						幹				10				○				○		10/25/17		3:04:00		10/25/17		3:18:36		0:14:36		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		ﾌﾚｰﾑｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞ		事業者が自ら対応(系切替)		監視用受信機にて音声へのノイズ重畳を認知。
番組送出設備を予備系に切替え復旧。								#251 ＢＳ釣りビジョン

				本省						WOWOW						幹				1				○				○		1/1/18		23:33:55		1/1/18		23:34:05		0:00:10		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		音声卓フェーダー不具合による副音声無音。フェーダー上げ下げを繰り返し放送中に復旧。その後該当部品を交換。

				本省						囲碁将棋チャンネル						幹				3				○				○		3/7/18		8:50:00		3/7/18		9:46:00		0:56:00		設備故障		ソフトウェア不具合												中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))										原因）スタジオ、送出マスター間の伝送回線に於いてIP伝送エンコーダーの設定項目が書き変わってしまい生中継番組を放送することができなかった。対応策として送出マスターにて代替番組を放送出来る環境を整えました。

				本省						囲碁将棋チャンネル						幹				3				○				○		3/15/18		8:55:40		3/15/18		9:21:08		0:25:28		回線障害		電気通信事業者の回線障害												番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)										原因）スタジオ、送出マスター間の伝送回線がベストエフォート契約の為に、伝送回線の混雑状況により断続して映像、音声に乱れが発生した。対応策として予備回線の構築を検討します。

				本省						AXNエンタテインメント						幹				10				○				○		10/1/17		1:20:36		10/1/17		1:20:58		0:00:22		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダーの不具合のため予備系統へ切替え。								#311 AXN 海外ドラマ

				本省						スカパー・エンターテイメント						幹				10				○				○		10/2/17		17:00:00		10/2/17		17:06:00		0:06:00		設備故障		ソフトウェア不具合												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		監視用受信機で字幕の非表示を認知。
ソフトウェアを修正し復旧。								#241 BSスカパー！

				本省						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹				10				○				○		10/13/17		14:57:45		10/13/17		14:58:11		0:00:26		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組送出ビデオサーバ		事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。予備系統へ手動切替。当該ビデオサーバのハードディスクを予備品と交換								BS第90号

				本省						スカパーJSAT						幹				11				○				○		11/22/17		3:59:54		11/22/17		3:59:55		0:00:01		設備故障		自然故障												地球局設備		地球局設備(伝送路符号化装置)		変調装置		事業者が自ら対応(系切替)		変調装置の不具合のため予備系統に切替え。								ND22
#161 ＱＶＣ
#297 ＴＢＳチャンネル２
#312 FOX
#322 スペースシャワーＴＶ
#331 ｶｰﾄｩｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ
#351 ＴＢＳニュースバード

				本省						スカパーJSAT						幹				12				○				○		12/21/17		11:29:37		12/21/17		11:29:39		0:00:02		設備故障		自然故障												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		送信装置の不具合のため予備系統へ切替え。								ND24
#257 日テレジータス
#295 MONDO TV
#300 日テレプラス
#316 AXNミステリー
#321 ｽﾍﾟｰｽシャワーTV ﾌﾟﾗｽ

				本省		累 ルイ				スカパーJSAT						幹				3				○				○		3/1/18		6:37:00		3/1/18		6:37:15		0:00:07		自然災害		降雨												地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般				11				○				○		11/30/17		14:17:00		11/30/17		14:18:27		0:01:27		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダーの不具合のため予備系統へ切替え。

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般				1				○				○		1/26/18		23:05:58		1/26/18		23:10:02		0:04:04		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダーの不具合のため予備系統へ切替え。

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般				10				○				○		10/22/17		17:46:55		10/22/17		23:37:25		0:04:40		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般				10				○				○		10/23/17		0:07:49		10/23/17		0:07:53		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般				10				○				○		10/29/17		14:44:21		10/29/17		14:45:42		0:01:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						USEN						般				10				○				○		10/3/17		0:05:29		10/3/17		0:32:21		0:26:52		その他		人為的な要因												放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										I-33「JAZZ HIP HOP」、C-49「NEW DISC BLACK MUSIC」で無音
番組改編作業での作業内容の誤認識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				本省 ホンショウ						USEN						般				11				○				○		11/21/17		7:44:32		11/21/17		9:10:00		1:25:28		停電		停電												放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)										J-84NHK第1（福井）/J-85 FBCラジオ 無音
停電時間超過によるUPSバッテリー切れ
発電機を使わずにUPSを使ったため

				本省 ホンショウ						USEN						般				12				○				○		12/9/17		4:39:15		12/9/17		4:40:03		0:00:48		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										A67:リクエスト J-POPにて１曲無音
単局の障害
音圧調整機器が１台HW故障にて無音の音源データが作成された

				本省 ホンショウ						USEN						般				12				○				○		12/11/17		19:44:08		12/11/17		19:45:18		0:01:10		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										A76「リクエスト 歌謡曲総合」、A79「リクエスト 歌謡曲総合」にて１曲無音
音圧調整機器が１台HW故障にて無音の音源データが作成された

				本省 ホンショウ						USEN						般				12				○				○		12/14/17		18:20:19		12/14/17		18:25:28		0:05:09		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										440/A23「文化放送」、SP/J64「文化放送」にて１曲無音
単局の障害
KBSとの混信対応のメンテナンスにて発生

				本省 ホンショウ						USEN						般				1				○				○		1/17/18		0:58:00		1/17/18		1:56:00		0:58:00		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										J91「KBS京都」無音
単局の障害
IPコーデック再起動実施

				本省 ホンショウ						USEN						般				2				○				○		2/14/18		2:49:29		2/14/18		2:56:45		0:07:16		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)										23chにて無音
IPEカード不良のため交換実施

				本省 ホンショウ						USEN						般				2				○				○		2/14/18		4:59:47		2/14/18		5:12:13		0:12:26		設備故障		自然故障												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)										I-97「CBCラジオ」無音
単局の障害
IPコーデック再起動実施

				本省 ホンショウ						USEN						般				2				○				○		2/20/18		20:12:20		2/20/18		20:24:06		0:11:46		設備故障		自然故障												放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)										I-97「CBCラジオ」無音
単局の障害
配線不良

				本省 ホンショウ						USEN						般				3				○				○		3/30/18		6:02:00		3/30/18		6:58:00		0:56:00		設備故障		自然故障												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)										I96「NHK第1（東海）」、I97「CBCラジオ」、I98「東海ラジオ」無音
メンテナンス作業中に機器故障発生

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道		エフエムくしろ						CFM		中		10				○				○		10/23/17		20:30:00		10/23/17		20:30:40		0:00:40		停電		停電						免許番号北放3750号		FMくしろ。阿寒湖温泉中継所。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		降雪により、阿寒湖温泉地区一帯が停電。送信設備が入っている阿寒湖温泉消防署の自家発電機に繋ぎ変え瞬停が発生。				870世帯。		単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道		エフエムくしろ						CFM		中		10								0		10/23/17		21:30:00		10/23/17		21:30:40		0:00:40		停電		停電						免許番号北放3750号		FMくしろ。阿寒湖温泉中継所。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		停電が復旧。通常電源に戻すため、瞬停が発生。				870世帯。		単独。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/1/17		15:01:24		11/1/17		15:01:34		0:00:10		停電		停電						北放第4358号		羽幌DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		11						×		0		11/1/17		15:01:24		11/1/17		15:01:34		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/1/17		15:01:24		11/1/17		15:01:34		0:00:10		停電		停電						北放第 4360  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/1/17		15:01:24		11/1/17		15:01:34		0:00:10		停電		停電						北放第 4361  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		11						×		0		11/1/17		15:01:24		11/1/17		15:01:34		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,824。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/11/17		12:01:37		11/11/17		12:01:47		0:00:10		停電		停電						北放第4358号		羽幌DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		11						×		0		11/11/17		12:01:37		11/11/17		12:01:47		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/11/17		12:01:37		11/11/17		12:01:47		0:00:10		停電		停電						北放第 4360  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/11/17		12:01:37		11/11/17		12:01:47		0:00:10		停電		停電						北放第 4361  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		11						×		0		11/11/17		12:01:37		11/11/17		12:01:47		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,824。		共建		「故障した設備は無し」

																												0

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		中		11				○				○		11/20/17		11:30:00		11/20/17		16:20:00		4:50:00		設備故障		自然故障						北放第4346号		様似DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「測定器接続時に自然復旧」		なし		世帯数1,992。

																												0

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		プ		12				○		×		0		12/26/17		1:03:20		12/26/17		1:03:30		0:00:10		停電		停電						北放第4358号		羽幌DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯。		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		12						×		0		12/26/17		1:03:20		12/26/17		1:03:30		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		12						×		0		12/26/17		1:03:20		12/26/17		1:03:30		0:00:10		停電		停電						北放第 4360  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		12						×		0		12/26/17		1:03:20		12/26/17		1:03:30		0:00:10		停電		停電						北放第 4361  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		12						×		0		12/26/17		1:03:20		12/26/17		1:03:30		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,824。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		プ		12				○		×		0		12/27/17		4:56:50		12/27/17		4:56:59		0:00:09		停電		停電						北放第4121号		岩内DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第4491号。		10,155世帯		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		12						×		0		12/27/17		4:56:50		12/27/17		4:56:59		0:00:09		停電		停電						北放第 4120 号		岩内DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		北放第4508号 国富DTV		10,155 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		12						×		0		12/27/17		4:56:50		12/27/17		4:56:59		0:00:09		停電		停電						北放第 4122 号		岩内DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		北放第4492号		10,155 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		12						×		0		12/27/17		4:56:50		12/27/17		4:56:59		0:00:09		停電		停電						北放第 4135 号		岩内DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		北放第4493号 国富DTV		10,155 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		12						×		0		12/27/17		4:56:50		12/27/17		4:56:59		0:00:09		停電		停電						北放第4123号		岩内DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		北放第4509号		世帯数10,155。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		プ		1				○		×		0		1/2/18		17:50:38		1/2/18		17:50:48		0:00:10		停電		停電						北放第4358号		羽幌DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		1						×		0		1/2/18		17:50:38		1/2/18		17:50:48		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		1						×		0		1/2/18		17:50:38		1/2/18		17:50:48		0:00:10		停電		停電						北放第 4360  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		1						×		0		1/2/18		17:50:38		1/2/18		17:50:48		0:00:10		停電		停電						北放第 4361  号		羽幌DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,824 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		1						×		0		1/2/18		17:50:38		1/2/18		17:50:48		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,824。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		中		2				○				○		2/21/18		10:52:00		2/21/18		12:38:00		1:46:00		停電		停電		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4265号		寿都DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,413世帯。		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		中		2								0		2/21/18		10:52:00		2/21/18		12:38:00		1:46:00		停電		停電		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4266号		寿都DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。仮設発電装置起動により復旧」		なし		1,413 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		中		2								0		2/21/18		10:52:00		2/21/18		12:38:00		1:46:00		停電		停電		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第 4268  号		寿都DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
携帯発電機で救済し復旧		なし		1,413 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		中		2								0		2/21/18		10:52:00		2/21/18		12:38:00		1:46:00		停電		停電		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第 4270  号		寿都DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。仮設発電機接続により復旧。		なし		1,413 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		中		2								0		2/21/18		10:52:00		2/21/18		12:38:00		1:46:00		停電		停電		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4272号		寿都DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。仮設発電装置起動により復旧」		なし		世帯数1,413。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						DTV		プ		3				○		×		0		3/1/18		18:32:59		3/1/18		18:33:09		0:00:10		停電		停電						北放第4284号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯。		共建。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		札幌テレビ放送						DTV		プ		3						×		0		3/1/18		18:32:59		3/1/18		18:33:09		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道テレビ						DTV		プ		3						×		0		3/1/18		18:32:59		3/1/18		18:33:09		0:00:10		停電		停電						北放第 4286  号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		プ		3						×		0		3/1/18		18:32:59		3/1/18		18:33:09		0:00:10		停電		停電						北放第 4287  号		北檜山DTV　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		なし		4,971 世帯。		共建。		故障した設備は無し

				北海道				北海道		テレビ北海道						DTV		プ		3						×		0		3/1/18		18:32:59		3/1/18		18:33:09		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		「北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧」		なし		世帯数4,971。		共建		「故障した設備は無し」

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道文化放送						DTV		中		3				○				○		3/5/18		19:50:00		3/6/18		8:45:00		12:55:00		設備故障		自然故障						北放第 4528  号		黒松内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		UHB放送機の不調により放送機が停止した。保守業者を出向させ、不調装置電源OFF/ONにて復旧。		なし		2,593 世帯。		共建。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		日本放送協会						R		中		3				○		×		0		3/1/18		15:32:52		3/1/18		15:33:02		0:00:10		停電		停電						北放第39号		今金R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		なし		世帯数5,344		単独		故障した設備はなし

				北海道				北海道		日本放送協会						R		中		3				○		×		0		3/1/18		15:32:52		3/1/18		15:33:02		0:00:10		停電		停電						北放第69号		今金R2　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		なし		世帯数5,194		単独		故障した設備はなし

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		10				○		×		0		10/23/17		12:39:15		10/23/17		12:39:22		0:00:07		停電		停電						北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		34,305世帯。		単独。		故障した設備はなし。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		日本放送協会						FM		中		11				○		×		0		11/1/17		13:15:25		11/1/17		13:15:35		0:00:10		停電		停電						北放第366号		知駒FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第365号
北放第386号
北放第733号		32637世帯		単独		故障した設備はなし
北放第366号　世帯数 14,787　 単独
北放第365号　世帯数 12,182   単独　
北放第386号　世帯数  3,423   単独 
北放第733号　世帯数  2,245   単独　　
 （計　32,637）

				北海道				北海道		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中		11						×		0		11/1/17		13:15:25		11/1/17		13:15:35		0:00:10		停電		停電						北放第3621号		VICS知駒。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。
北放第3624号。
北放第3627号		32637世帯		単独		故障した設備はなし
北放第3621号　世帯数 14,787　 単独
北放第3623号　世帯数 12,182   単独　
北放第3624号　世帯数  3,423   単独 
北放第3627号　世帯数  2,245   単独　　
 （計　32,637）

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		11				○		×		0		11/1/17		19:43:49		11/1/17		19:43:56		0:00:07		停電		停電						北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		20,542世帯。		共建。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		11				○		×		0		11/1/17		19:43:49		11/1/17		19:43:56		0:00:07		停電		停電						北放第3241号		STV遠別放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧		なし		約2万世帯。		共建。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		11				○		×		0		11/3/17		9:45:43		11/3/17		9:45:58		0:00:15		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧		なし		約6万5千世帯。		単独。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		11				○				○		11/3/17		10:54:34		11/3/17		10:54:41		0:00:07		停電		停電						北放第2500号		江差ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		13,802世帯。		単独。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		北海道放送						R		中		11								0		11/3/17		10:54:34		11/3/17		10:54:41		0:00:07		その他		その他		江差ラジオ局の停電により、当局向けSTLが無音となった。				北放第2501号		北檜山ラジオ局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		江差ラジオ局が自家発に切り替わるまでの間無音。自家発に切り替わり復旧。		なし		5,184世帯。		単独。		故障した設備はなし。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		11				○		×		0		11/8/17		14:21:55		11/8/17		14:22:09		0:00:14		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧		なし		約6万5千世帯。		単独。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		11				○		×		0		11/11/17		11:48:15		11/11/17		11:48:27		0:00:12		停電		停電						北放第10号		函館ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		560,167世帯。		単独。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		11				○		×		0		11/11/17		11:50:26		11/11/17		11:50:33		0:00:07		停電		停電						北放第10号		函館ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		560,167世帯。		単独。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		11				○		×		0		11/11/17		12:52:49		11/11/17		12:52:56		0:00:07		停電		停電						北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		34,305世帯。		単独。		故障した設備はなし。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		11				○		×		0		11/18/17		1:37:57		11/18/17		1:38:12		0:00:15		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧		なし		約6万5千世帯。		単独。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		12				○		×		0		12/26/17		0:17:45		12/26/17		0:17:54		0:00:09		停電		停電						北放第12号		室蘭ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		466,948世帯。		単独。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		12				○		×		0		12/26/17		4:01:24		12/26/17		4:01:31		0:00:07		停電		停電						北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		なし		20,542世帯。		共建。		故障した設備はなし。

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		12				○		×		0		12/26/17		4:01:24		12/26/17		4:01:31		0:00:07		停電		停電						北放第3241号		STV遠別放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約2万世帯。		共建。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		日本放送協会						FM		中		12				○				○		12/26/17		11:33:12		12/26/17		14:29:53		2:56:41		設備故障		その他		送信所－受信所間の伝送線断線				北放第361号		名寄FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		送信所に受信空中線を仮設し、仮復旧		北放第366号
北放第386号
北放第365号
北放第733号		61585世帯。		単独		北放第361号世帯数 28,948　 単独
北放第366号　世帯数 14,787  単独　
北放第386号　世帯数  3,423   単独 
北放第365号　世帯数 12,182  単独
北放第733号　世帯数  2,245   単独
 （計　61,585）

				北海道				北海道		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中		12								0		12/26/17		11:33:12		12/26/17		14:29:53		2:56:41		設備故障		その他		送信所－受信所間の伝送線断線				北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所に受信空中線を仮設し、仮復旧		北放第3621号。
北放第3624号。
北放第3623号。
北放第3627号		61585世帯。		単独		北放第3620号 世帯数 28,948。単独
北放第3621号 世帯数 14,787。単独　
北放第3624号 世帯数  3,423。単独 
北放第3623号 世帯数 12,182。単独
北放第3627号 世帯数  2,245。単独
 （計　61,585）

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		中		1				○				○		1/16/18		5:51:21		1/16/18		5:58:31		0:07:10		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						北放第1466号		STV留萌放送(その他の局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信機保護動作回復後、復旧				約1万5千世帯。		単独。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		1				○				○		1/25/18		14:44:59		1/25/18		15:05:38		0:20:39		設備故障		その他		放送機不具合の影響でアンテナ切替制御に障害				北放第12号		室蘭ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		アンテナ切替器が切り替わらず、手動操作による切替で復旧		なし		466,948世帯。		単独。		放送機不具合は電源再投入で回復

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		2				○		×		0		2/17/18		19:07:55		2/17/18		19:08:10		0:00:15		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約6万5千世帯。		単独。		故障した設備は無し。

				北海道				北海道		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		2				○		×		0		2/17/18		19:32:34		2/17/18		19:32:49		0:00:15		停電		停電						北放第2502号		STV江差放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電による停波。（蓄電地なし）。復電により復旧				約6万5千世帯。		単独。		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		エフエム北海道						FM		中 ナカ		2				○		×		0		2/19/18		9:46:06		2/19/18		9:46:13		0:00:07		停電		停電		ほくでん停電事故				北放第1434号		小樽局 オタルキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		54,825世帯		共建		故障した設備は無し

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/19/18		9:46:06		2/19/18		9:46:11		0:00:05		停電		停電						北放第2552号		小樽超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		「北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。」		なし		約54,825世帯。		共建。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		親 オヤ		2				○				○		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2548号		札幌超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」		なし		約1,228,194世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2549号		旭川超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約171,167世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2550号		函館超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約156,730世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2551号		札幌大通超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約162,996世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2552号		小樽超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約54,825世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2563号		帯広超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約129,412世帯。		共建。

				北海道				北海道		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 ナカ		2								0		2/24/18		19:07:42		2/24/18		19:08:12		0:00:30		設備故障		自然故障						北放第2564号		釧路超短波放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		「番組送出装置不具合により無音。手動にて予備装置切替により復旧。」				約91,468世帯。		共建。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		だて観光協会						CFM		中 チュウ		3				○				○		3/1/18		10:25:00		3/2/18		0:31:00		9:16:00		停電		強風		暴風雪により、商用電源停電とＵＰＳ枯渇により停波。雪のため久保内中継局への道が通れなく、発電機の接続もできなかったため。				北放第5049号		wi-radio久保内中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波（蓄電池なし）。復電により復旧。				314世帯				故障した設備は無し

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		北海道放送						R		プ		3				○		×		0		3/1/18		22:33:14		3/1/18		22:33:30		0:00:16		停電		停電						北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		なし		151,598世帯。		単独。		故障した設備はなし。

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		だて観光協会						CFM		中		3				○				○		3/2/18		9:25:00		3/2/18		11:30:00		2:05:00		自然災害		強風		ＮＴＴ回線の異常（久保内中継局の音声が断続的に止まる状態が発生し、メンテナンスのため停波）				北放第5049号		wi-radio久保内中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ＮＴＴ回線の予備回線使用による復旧。				314世帯				故障した設備は無し

																												0										0:00:00

				北海道				北海道		日本放送協会						R		中		3				○		×		0		3/14/18		11:29:21		3/14/18		11:29:31		0:00:10		停電		停電						北放第366号		知駒FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第365号
北放第386号
北放第733号		32637世帯。		単独		北放第366号　世帯数 14,787　 単独
北放第365号　世帯数 12,182   単独
北放第386号　世帯数  3,423   単独
北放第733号　世帯数  2,245   単独
 （計　32,637）

				北海道				北海道		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中		3						×		0		3/14/18		11:29:21		3/14/18		11:29:31		0:00:10		停電		停電						北放第3621号		VICS知駒。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。
北放第3624号。
北放第3627号		32637世帯。		単独		故障した設備はなし
北放第3621号 世帯数 14,787。単独
北放第3623号 世帯数 12,182。単独　
北放第3624号 世帯数  3,423。単独 
北放第3627号 世帯数  2,245。単独　　
 （計　32,637）

				北海道				北海道		あいコミ						CFM		C親 オヤ		3								0		3/28/18		9:31:00		3/31/18		16:15:00		78:44:00		その他		その他		演奏所移設（移転）				なし												他事業者(他の放送事業者)にて対応				なし

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				東北				宮城 ミヤギ		東北放送						DTV		親		10				○				○		10/29/17		9:20:46		10/29/17		9:21:05		0:00:19		設備故障		自然故障						東放第6663号		TBC仙台DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		運用系マトリクスの出力ボード(放送中のネット番組出力ボード)が故障し、黒味送出。マスター担当者が手動で系切替を実施し、放送復旧。		東放第6923号
東放第7150号
東放第7156号
東放第7175号
東放第7224号
東放第7254号
東放第7520号
東放第7843号
東放第7849号
東放第7855号
東放第7863号
東放第7869号
東放第7881号
東放第7886号
東放第8405号
東放第8436号
東放第8512号		約94万世帯				故障したボードは交換して復旧済。

				東北				宮城		エフエムなとり						CFM		C親		11				○				○		11/10/17		6:49:25		11/10/17		8:01:23		1:11:58		設備故障		自然故障						東放第8765号		エフエムなとり親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		ＵＰＳ		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				東放第8797号エフエムなとりそうごだいじゅしんたいさくちゅうけい（名取市）及び東放第8798号エフエムなとりめでしまじゅしんたいさくちゅうけい（名取市）		３０２４４世帯

				東北				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親		11				○				○		11/24/18		6:45:00		11/24/18		10:43:00		3:58:00		設備故障		自然故障						東放第6160号		もりおかコミュニティエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		実聴で検知。機器入替、設定変更で対処。		無		16万世帯。		単独		音声の途切れが断続的に続いた。無音時間は無し。

				東北				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		中		11				○		△		0		11/25/17		8:51:12		11/25/17		8:59:51		0:08:23		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信空中線への着雪による。				東放第7407号		SAY白鷹下山DTV。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		融雪や降雪緩和等により自然復旧。				102世帯。		共建。

				東北				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中		11				○		△		0		11/25/17		8:02:17		11/25/17		8:18:33		0:16:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		受信空中線への着雪による。				東放第7437号		白鷹下山局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)						102世帯。		共建。		時間内に計9回瞬断発生。

				東北				青森 アオモリ		青森朝日放送						DTV		中		11				○				○		11/26/17		4:43:35		11/26/17		7:31:26		2:47:51		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7669号		三戸南部局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局（福地固定局）送信アンテナへの着雪による減衰		事業者が自ら対応(自然復旧)		時間経過と共に受信レベルが回復、復旧。		東放第8246号		6734世帯。		共建。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森テレビ						DTV		中		11								0		11/26/17		4:43:45		11/26/17		7:30:20		2:46:35		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7668号		三戸南部局、その他の局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局(福地固定局)送信アンテナ着雪による停波		事業者が自ら対応(自然復旧)		時間経過と共に受信レベルが回復、復旧。		東放第8245号		6734世帯。		共建。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送						DTV		中		11								0		11/26/17		4:48:16		11/26/17		7:28:32		2:40:16		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7667号		三戸南部局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局（福地固定局）送信アンテナへの着雪による減衰		事業者が自ら対応(自然復旧)		時間経過と共に受信レベルが回復、復旧。		東放第8244号		6734世帯。		共建。

				東北				宮城 ミヤギ		エフエム仙台						FM		親		12				○				○		12/1/17		20:30:00		12/1/17		20:53:58		0:23:58		その他		人為的な要因						東放第2264号		仙台親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		APSへのデータ入力無ミス		事業者が自ら対応(自然復旧)		20:30:00 事故発生
20:33:08 フィラー送出
20:37:40 無音
20:38:31 フィラー送出
20:53:58 正常放送復帰		気仙沼中継局:東放第2341号
志津川中継局:東放第2342号
鳴子中継局:東放第2340号
白石中継局:東放第2343号		890,903世帯

				東北				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		親		12				○				○		12/4/17		18:15:16		12/4/17		18:27:38		0:12:22		設備故障		その他		ニュース送出機器の出力から不正信号が入力されたことによるワンセグエンコーダの停止				東放第6704号		JOYH-DTV 親局(ワンセグ放送のみ)				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)		不正信号の入力による停止		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現用系、予備系共に発生のため予備側ワンセグエンコーダの電源をOFF→ONし、系統切替をすることで復旧		全中継局		493,049世帯。				ワンセグ放送のみ影響。

				東北				岩手 イワテ		エフエム岩手						FM		中		12				○				○		12/11/17		9:17:00		12/11/17		15:15:00		2:29:00		設備故障		自然故障						東放第3353号		陸前高田中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		ｱﾝﾃﾅの中心周波数がｽﾞﾚたことによる反射波の増大と判断		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		放送機更新直後の停波で、携帯電話へのｱﾗｰﾑ転送により放送機更新依頼業者および自社より技術担当が出向。ｱﾝﾃﾅ系の測定で反射波が大きかった為、放送機を停止させる閾値値を30ﾊﾟｰｾﾝﾄまで上げる措置を実施。		なし		5､610世帯。		単独。

				東北		重 ジュウ		宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送						CFM		C親		12				○				○		12/19/17		2:30:00		12/19/17		9:09:00		3:29:00		設備故障		ソフトウェア不具合		故障したコーデックの修理が完了したため代替機から修理済の機器にもどしたところソフトウェアの不具合により停波した。				東放第6131号		ＣＦＭ局親局				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)		コーデック		他事業者(電気通信事業者)にて対応				東放第８７６７号
東放第８７６８号
東放第８７６９号
東放第８８４６号
東放第８８４７号
東放第８８４８号		約72,000世帯。		単独。

				東北				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親		12				○				○		12/21/17		15:58:38		12/21/17		15:59:50		0:01:12		その他		人為的な要因						東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組データの登録ミス		事業者が自ら対応(その他)		手動で番組素材を送出		東放8633～東放8645　　　東放８８３０（中継局１４局分）		およそ142,000世帯に影響

				東北				岩手 イワテ		カシオペア市民情報ネットワーク						CFM		C親		12				○				○		12/28/17		9:20:00		12/28/17		9:50:00		0:30:00		設備故障		自然故障						東放第6709号		親局　演奏所				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				東放第8738号、東放第8757号、東放第8758号		影響世帯数　11,000世帯				苦情件数等　2件

				東北				岩手 イワテ		エフエム岩手						FM		中		1				○				○		1/11/18		2:34:00		1/11/18		9:15:00		6:41:00		設備故障		自然故障						東放第3353号		陸前高田中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		給電線の不良		事業者が自ら対応(その他)		監視システムからのメール通報により出向。併せて工事業者に仮設アンテナに準備を要請。電波を出せない状態で工事業者の到着待ちの状況から、現地に出向した担当者が放送機廻りのケーブルの抜き差しを繰り返しているうちに自然復旧。工事業者到着後、簡易アンテナで運用しながら本設アンテナ・本設給電線をそれぞれに調査。結果、本設給電線の方に異常があることが判明。そのまま簡易アンテナで運用。2日後、長期運用に耐え得る仮設給電線を張り、本設アンテナ＋仮設給電線で暫く運用することとする。５月を目途にアンテナ系を更新することとした。		なし		5､610世帯。		単独。

				東北		重 ジュウ		宮城 ミヤギ		ラヂオ気仙沼						CFM		C親		1				○				○		1/23/18		0:04:00		1/23/18		5:59:00		5:55:00		設備故障		降雪 コウセツ						東放第8856号		親局　演奏所				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		CSアンテナへの着雪の為		事業者が自ら対応(その他)				東放第8858号           東放第8859号		20,629世帯

				東北				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親		2				○				○		2/4/18		15:19:32		2/4/18		15:19:40		0:00:08		その他		人為的な要因						東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組データの登録ミス		事業者が自ら対応(その他)		手動で番組素材を送出		東放8633～東放8645　　　東放８８３０（中継局１４局分）		およそ142,000世帯に影響

				東北				山形 ヤマガタ		山形放送						R		中		2				○				○		2/6/18		22:45:03		2/7/18		2:29:30		3:44:27		自然災害		雷 カミナリ						東放第3041号		酒田R局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停波検知。現地出向し、ローカルにて送信機強制起動し仮復旧。翌日他業者がアンテナの一部半断線を発見、修理し本復旧となった。				60759世帯。単独				県内同一周波数。
苦情、問い合わせ等なし。

				東北				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中		2				○				○		2/25/18		8:32:22		2/26/18		8:45:00		0:27:24		設備故障		自然故障						東放第8199号		山田豊間根局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		受信給電線		他事業者(他の放送事業者)にて対応		左記時刻で自然復旧後、現地出向し、受信給電線に浸水していることを確認。ケーブル交換により復旧した。		なし		1399世帯

				東北				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中		2				○				○		2/25/18		8:32:22		2/26/18		8:45:00		0:27:24		設備故障		自然故障						東放第8197号		山田豊間根局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1,399世帯				放送波受信アンテナの給電線劣化が原因と推測。
後日、給電線の交換工事で対応。

				東北				宮城 ミヤギ		エフエム仙台						FM		親		3				○				○		3/1/18		7:13:02		3/1/18		7:13:24		0:00:22		停電		停電		暴風雨により親局周辺で電線が切れ地絡し停電。				東放第2264号		仙台親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		復電により復旧		気仙沼中継局:東放第2341号
志津川中継局:東放第2342号
鳴子中継局:東放第2340号
白石中継局:東放第2343号		影響世帯数　890,903世帯

				東北				岩手 イワテ		エフエム岩手						FM		中		3				○				○		3/5/18		6:50:00		3/5/18		15:35:00		8:45:00		設備故障		自然故障						東放第3349号		釜石中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電盤内霜付きによる漏電		事業者が自ら対応(その他)		下位中継局からのﾒｰﾙ通報と委託監視者からの確認で釜石中継局の故障と判断。積雪のためｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙでｱﾝﾃﾅ業者と登頂し現象を確認。受配電盤から電気ｹｰﾌﾞﾙを外し、2階放送機分電盤までのｹｰﾌﾞﾙと自家発からのｹｰﾌﾞﾙ（商用-自家発切替えの後）を直結することで応急措置をし下山。5月以降に修復措置をすることとした。		東放第3350号。　　　　　　　　東放第8770号。　　　　　　　　東放第8783号。　　　　　　　　東放第8836号		43,361世帯。		単独。

				東北				宮城 ミヤギ		エフエム仙台						FM		中		3				○				○		3/6/18		8:00:20		3/12/18		4:50:00		140:49:40		設備故障		自然故障						東放第2341号		気仙沼中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		空中線分配器の故障		他事業者(電気事業者)にて対応		分配器を交換して復旧				影響世帯数　5,000世帯

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				関東		重 ジュウ		東京 トウキョウ		東京マルチメディア放送						MM		親 オヤ		10				○				○		10/2/17		5:00:00		10/2/17		5:51:04		0:51:04		その他		人為的な要因						移基放第10号・移基放第11号 ワタルモトイホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ネット送り用設備		事業者が自ら対応(系切替)		故障設備を予備機に交換。

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○				○		10/3/17		19:00:12		10/3/17		22:00:00		2:59:48		設備故障		その他の自然災害						関放第8795号		松井田上増田ＤＧ非プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		受信光ケーブルの一部破損		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		受信光ケーブルを交換し復旧		無		126世帯

				関東				神奈川 カナガワ		エフエム戸塚						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/19/17		1:08:00		10/19/17		1:30:00		0:22:00		停電		停電		電気事業者による点検による停電				関放第8544号 セキホウダイゴウ		エフエムとつか親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし						東京電力によるビルの法定点検があり、今回は送信設備の電気メーターの交換も必要ということで、ＵＳＰ等も含めて停止をする必要が生じたため。

				関東				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送株式会社						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/24/17		9:12:30		10/24/17		10:31:30		1:19:00		その他		その他		東京電力受電ブレーカー遮断発生。台風２１号が直撃したためケーブルルートでの時々短絡などの可能性あり。				関放第3594号 セキホウダイゴウ		ずし・はやまエフエム親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		自家発電機での対応など行ったが、最終的には受電ブレーカーを戻して復旧。		無し						リスナーからの問い合わせ等は無かった。

				関東				茨城 イバラキ		たかはぎFM						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/20/17		6:54:00		11/20/17		6:55:00		0:01:00		その他		人為的な要因		番組自動運行システムの登録ミス				関放第10073号		たかはぎＦＭ親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		運行システム上自主放送枠として設定した箇所に完パケ素材が1分遅れで組み込まれていたため。1分間の無音後に組込番組が放送された。				約10,000世帯				（放送区域内の世帯数）

				関東				茨城 イバラキ		たかはぎFM						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/5/17		19:04:40		12/5/17		19:08:30		0:03:50		その他		人為的な要因		一部ミュート状態の完パケを登録				関放第10073号		たかはぎＦＭ親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音は45分完パケの4分40秒～10分38秒の5分58秒。放送中にスタッフが気づき、8分30秒から緊急割込みで別音源を放送し、無音状態は3分50秒となった。				約10,000世帯				（放送区域内の世帯数）

				関東		重 ジュウ		埼玉 サイタマ		クローバーメディア						CFM		C親		1				○				○		1/5/18		3:02:50		1/5/18		12:03:18		9:00:28		停電		停電		非常電源装置の劣化				関放第8108号		あさかエフエム局 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所にて本線系ラインに繋ぎ換え復旧		なし		約6万世帯。		単独

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本放送協会						DTV		プ		1				○				○		1/8/18		5:30:00		1/8/18		5:57:47		0:27:47		設備故障		自然故障						関放第8017号		銚子ＤＥプラン				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		ユニットを交換して復旧		無		82639世帯

				関東				神奈川 カナガワ		湘南平塚コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/9/18		7:29:43		1/9/18		8:50:00		1:20:17		設備故障		ソフトウェア不具合						関放第3614号 セキホウダイゴウ		しょうなんひらつかエフエム親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		APS不具合により、予備機に切替。サウンドボードの不良と判明したため、修理後、現用機に復旧								音声・電波ともに継続し放送。CM等は、時間を変更し当日中に放送。

				関東 カントウ		重 ジュウ		山梨 ヤマナシ		テレビ山梨						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/24/18		23:34:58		1/25/18		0:13:10		0:38:12		設備故障		自然故障		放送設備（基準信号発生装置）現用／予備両系の故障				関放第7075号		UTYデジタルテレビジョン				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		故障した機器からの基準信号を使用していた映像同期信号発生器(テクトロニクス製TG700)を、内部信号を使用するモードに手動で切り替え、映像同期を確保しベースバンド系機器を復旧した。		関放第7563号
関放第8124号
関放第8151号
関放第8155号
関放第8159号
関放第8361号
関放第8365号
関放第8169号
関放第8666号
関放第8683号
関放第8687号
関放第8671号
関放第8706号
関放第9054号
関放第9058号
関放第9062号
関放第9185号		影響世帯：292,600世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		テレビ朝日						DTV		中 チュウ		1				○				○		1/31/18		8:04:00		1/31/18		10:59:00		2:55:00		設備故障		自然故障		送信変換ユニット部故障				関放第9361号		小川ＤＴＶ非プラン局 キョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		現地出向し、送信変換ユニット部を予備品へ交換し、待機側とした。		無		影響世帯数：約10,000世帯		共建局		障害メディア:　テレビ朝日

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		2				○				○		2/11/18		2:24:39		2/11/18		4:28:21		0:36:59		設備故障		自然故障						関放第9055号		武川真原ＤＧ非プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		ユニットを交換して復旧		無		106世帯

				関東				茨城 イバラキ		えふえむひたち						CFM		C親		3				○				○		3/15/18		13:06:40		3/15/18		13:06:58		0:00:18		その他		人為的な要因		（操作ミスによる無音放送）				開放第8949号		ひたちエフエム親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし		約5万6千世帯

				関東				東京 トウキョウ		日本テレビ放送網						DTV		親		3				○				○		3/16/18		10:17:00		3/16/18		10:17:17		0:00:03		その他		人為的な要因		送信設備の保守中、空中線系統切替装置を誤操作したため				関放第5746号		JOAX-DTV 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		誤操作に気づき、正常な系統へ切替えて復旧		関放第8275号
関放第8282号
関放第8599号
関放第8607号
関放第8641号
関放第8649号
関放第8709号
関放第8729号
関放第8907号
関放第8956号
関放第8995号
関放第9011号
関放第9029号
関放第9035号
関放第9065号
関放第9073号
関放第9110号
関放第9301号
関放第9317号
関放第9369号
関放第9408号
関放第9475号
関放第9485号
関放第9495号
関放第9500号
関放第9535号
関放第9793号
関放第9811号
関放第		影響世帯数約1680万世帯

				関東				山梨 ヤマナシ		八ケ岳コミュニティ放送						CFM		C親		3				○				○		3/26/18		9:12:00		3/26/18		9:20:00		0:08:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ回線工事				関放第7588号		エフエムやつがたけ親局 オヤキョク				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		前週月曜日から放送、ホームページで告知		なし		約36000世帯

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/24/17		19:23:00		11/24/17		19:31:30		0:08:30		自然災害		雷						信放第2280号		エフエムにいつ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備送信機に切り替え復旧		なし		78395世帯				送信鉄塔に落雷したため停波が発生。予備送信所の切り替えが遅れたため停波した。

				信越				新潟 ニイガタ		新潟県民エフエム放送						FM		中		1				○				○		1/6/18		14:41:26		1/6/18		16:05:56		1:24:30		自然災害		その他の自然災害		送信空中線反射波増大				信放第３２６４号		たかだエフエム局　中継局　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて故障検知。
現地出向したが、対応を
図る前に自然復旧。		なし		約４９０００世帯				中継局への出向道路が
降雪のため遮断され、
局舎到着が大幅に遅延。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井エフエム放送						FM		中 チュウ		10				○				○		10/23/17		13:10:00		10/23/17		15:39:00		2:29:00		停電		停電						陸放第678号		福井FM小浜　その他 タ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		台風21号の影響により中継局への送電が停止。予備電源にて送信を継続するも、放電限界となり停波。送電再開により復旧。		なし		14,864世帯		単独

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		石川テレビ						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/24/17		10:31:32		11/24/17		10:31:39		0:00:07		自然災害		雷						陸放第2194号		ITC金沢DTV　親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		送信鉄塔への落雷により、演奏所→送信所のTS信号が瞬断する。これにより、変調器の演算回復に時間を要し、結果として7秒間放送瞬断となる。		プラン陸放第2213号。プラン陸放第2259号。プラン陸放第2260号。プラン陸放第2261号。
みなしプラン陸放第2262号。
陸放第2273号。陸放第2319号。陸放第2325号。陸放第2331号。陸放第2390号。陸放第2391号。陸放第2408号。陸放第2409号。陸放第2448号。陸放第2449号。陸放第2468号。陸放第2469号。陸放第2392号。陸放第2393号。陸放第2447号。陸放第2470号。陸放第2471号。陸放第2472号。		471,411世帯。		単独。

				北陸		重 ジュウ		石川 イシカワ		石川テレビ						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/10/18		18:39:00		8/1/18		4:51:00		4858:12:00		自然災害		雷		落雷による送信鉄塔内の火災				陸放第2194号		ITC金沢DTV　親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		臨機の措置により、空中線および空中線電力（送信電力、最大実効輻射電力）を順次変更。		みなしプラン陸放第2262号。
陸放第2319号。陸放第2390号。陸放第2409号。陸放第2448号。陸放第2449号。陸放第2468号。陸放第2469号。陸放第2392号。陸放第2393号。陸放第2447号。陸放第2470号。陸放第2471号。陸放第2472号。		約38万世帯。		共建。		送信鉄塔内部火災により、復旧工事が遅延。完全復旧に向け、全力で取り組んでいる。

				北陸		重 ジュウ		石川 イシカワ		北陸放送株式会社						DTV		親		1								0		1/10/18		18:59:00		8/1/18		5:20:00		4858:21:00		自然災害		雷						陸放第2201号		金沢局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		2月9日付提出の重大な事故報告書に記載の通り。		みなしプラン　陸放大258号。陸放第2318号。陸放第2386号。陸放第2388号、陸放第2389号。陸放第2407号。陸放第2444号。陸放第2445号。陸放第2446号。陸放第2463号。陸放第2464号。陸放第2465号。陸放第2466号。陸放第2467号。		約38万世帯。		共建		仮設アンテナによる仮復旧中。8月中には本復旧の見込み。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		日本放送協会						DTV		中		10				○				○		10/2/17		5:30:00		10/2/17		5:32:26		0:02:26		その他		人為的な要因						海放第　4264号		中濃　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		遠隔操作で放送機リセットを実施し回復		海放第4504号
海放第4923号
海放第4925号
海放第4927号
海放第5107号
海放第5114号		87,241世帯

				東海		重 ジュウ		愛知 アイチ		中日本マルチメディア放送						MM		親 オヤ		10								0		10/2/17		5:00:00		10/2/17		5:51:04		0:51:04		その他		人為的な要因		ネットキー局（東京マルチメディア）のネット送り用装置の不具合（手順間違い、設定間違い）				移基放第14号。移基放第15号		親局 オヤキョク				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応

				東海		重 ジュウ		愛知 アイチ		中日本マルチメディア放送						MM		親 オヤ		10								0		10/5/17		17:00:00		10/5/17		17:55:00		0:55:00		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		10月2日の事故の対応の時に自社でPCR生成に変更。一部の受信機で再生に影響が出た。				移基放第14号。移基放第15号		親局				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ放送						R		親		10				○				○		10/8/17		19:58:00		10/8/17		19:59:02		0:01:02		その他		人為的な要因						海放第33号		JOSFとうかいラジオほうそう。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)		番組自動送出装置の運行データ入力ミスにより、放送プログラムが無い状態になり、結果として送出マトリクスの入力が無くなり、62秒間の無変調が発生。急遽、マスターよりフィラーを送出しようとしたが実現せず、次イベントのＣＭが放送され無変調は復旧。		海放第2号。海放第26号。海放第48号。海放第84号。海放第154号。海放第224号。海放第253号。海放第1087号。海放第3332号。海放第5520号。		約597万世帯。		単独

				東海				静岡 シズオカ		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		10				○				○		10/8/17		10:30:00		10/8/17		10:30:20		0:00:20		その他		人為的な要因						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		放送プログラムの設定ミスにより無音状態となり、生放送に切り替えし、生放送にて通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		10				○				○		10/8/17		12:40:47		10/8/17		12:40:51		0:00:04		その他		人為的な要因		生放送番組中のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：12時40分52秒から無音検知器によるフィラー自動送出。12時41分13秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		10				○				○		10/9/17		19:59:19		10/9/17		19:59:23		0:00:04		その他		人為的な要因		生放送番組中のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：19時59分24秒から無音検知器によるフィラー自動送出。19時59分35秒に通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		10				○				○		10/27/17		13:09:28		10/27/17		13:18:37		0:00:08		その他		人為的な要因		録音番組の編集ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：13時09分33秒から無音検知器によるフィラー自動送出。13時11分36秒から通常放送に復帰。 親局：13時18分38秒から無音検知器によるフィラー自動送出。13時18分53秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		10				○				○		10/30/17		14:00:14		10/30/17		14:00:18		0:00:04		その他		人為的な要因		録音番組の編集ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		親局：14時00分19秒から無音検知器によるフィラー自動送出。14時00分27秒手動でスイッチャーを切替え通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		11				○				○		11/1/17		18:30:00		11/1/17		18:30:20		0:00:20		その他		人為的な要因						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		準備にとらわれ、生放送開始に遅れ無音状態となりフィラーが流れた。直ちに生放送を開始し復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建

				東海				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		11				○				○		11/6/17		2:59:27		11/6/17		2:59:31		0:00:04		設備故障		ソフトウェア不具合		自動運行装置への転送エラー。CM素材がOAされず。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局：02時59分32秒から無音検知器によるフィラー自動送出。02時59分47秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　　		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海		重 ジュウ		静岡		MID-FM						CFM		C親		11				○				○		11/8/17		13:43:00		11/8/17		16:12:00		2:29:00		設備故障		自然故障						海放第4882号 ウミホウダイゴウ		ミッドエフエム				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		放送中に異音が発生し故障検知。現地出向し予備品と交換。		特になし

				東海				三重 ミエ		三重エフエム放送						FM		親		11				○				○		11/29/17		5:00:02		11/29/17		5:00:18		0:00:16		設備故障		ソフトウェア不具合		EDPSからAPSに転送された運行データに不備があり、APSの切替が正常に行われず無音が発生した。				海放第1882号		津超短波放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		無音回避音楽により自動で音声が復帰、その後手動で通常番組に復帰させる。
当該ソフトウェアはメーカーにより改修済み。		海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。		977,924世帯。		共建。

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		12				○				○		12/8/17		4:00:13		12/8/17		4:00:17		0:00:04		その他		人為的な要因		送出プログラムミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：04時00分18秒から無音検知器によるフィラー自動送出。05時00分08秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ						DTV		中 チュウ		12				○				○		12/14/17		9:00:00		12/14/17		10:27:00		1:27:00		設備故障		自然故障						海放第5218号　		SATV相良DTV　				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		本社監視装置より系統切替を行い復旧		なし		約3,500世帯

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		12				○				○		12/16/17		15:29:18		12/16/17		15:29:22		0:00:04		その他		人為的な要因		録音番組の曲間で無音検知				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：15時29分23秒から無音検知器によるフィラー自動送出。15時29分31秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		中 ナカ		12				○				○		12/21/17		18:03:00		12/21/17		18:33:00		0:30:00		設備故障		電気通信事業者の回線障害						海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動。（電話でのコーデック再起動装置が電話回線の不具合の影響で実施できず）				約1460世帯		単独		電話回線も一部断線により、電話回線のモデムも故障、翌日モデムの入れ替えと電話線復旧作業をNTTにて対応済み。

				東海				愛知 アイチ		ＺＩＰ－ＦＭ						FM		親		1				○				○		1/2/18		13:47:08		1/2/18		13:47:34		0:00:26		設備故障		ソフトウェア不具合						海放第3462号		ｼﾞｯﾌﾟｴﾌｴﾑ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(ステレオ変調装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		ステレオ変調装置が突然再起動した。		プラン海放第3463号。		約330万世帯。		単独。

				東海				静岡		ＦＭ　ＩＳ						CFM		C親		1				○				○		1/3/18		10:15:00		1/3/18		10:16:00		0:01:00		その他		人為的な要因						海放5468号		修善寺　本局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		放送プログラムの設定ミスにより無音状態となり、生放送に切り替えし、生放送にて通常放送へ復旧		海放5469号　中伊豆局　中継局
海放5470号　天城湯ヶ島局　中継局
海放5471号　土肥局　中継局		約11,890世帯		共建

				東海				静岡		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		1				○				○		1/6/18		11:25:07		1/6/18		11:25:11		0:00:04		その他		人為的な要因		生放送番組中のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：11時25分12秒から無音検知器によるフィラー自動送出。11時26分24秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。　		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				愛知 アイチ		東海テレビ放送						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/8/18		7:58:02		1/8/18		8:03:42		0:05:40		設備故障		自然故障						海放第4266号		THK名古屋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		現用系OFDM変調器が故障し不完全な信号を放送した。予備側への自動切替処理も正常動作せず、手動系統切替を行った。		海放第4404号。
海放第4406号。
海放第4505号。
海放第4507号。
海放第4558号。
海放第4697号。
海放第4739号。
海放第4792号。
海放第4796号。
海放第4910号。
海放第4914号。
海放第4929号。
海放第4935号。
海放第4941号。
海放第4950号。
海放第4955号。
海放第5010号。
海放第5017号。
海放第5045号。
海放第5088号。
海放第5110号。
海放第5120号。
海放第5124号。
海放第5240号。
海放第5308号。
海放第53		約400万世帯

				東海				静岡 シズオカ		静岡放送						DTV		中 チュウ		1				○				○		1/29/18		7:15:00		1/29/18		9:10:06		1:55:06		設備故障		自然故障						海放第790号		しずおかほうそうごてんばほうそうきょく				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		故障が発生した現用放送機を本社の遠方監視制御装置から予備機へ切替制御を実行い復旧させた。				約30,000世帯

				東海				静岡 シズオカ		ＦＭ島田						CFM		中		2				○				○		2/1/18		11:22:00		2/1/18		11:59:00		0:37:00		設備故障		その他		機器故障による音声の送信断				海放第５４４３号		（吉田中継局）				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		マスター室にある音声分配のアンプの電源が落ち、当該中継局の
コーデックに音声が伝達不能になり無変調となった。放送事業者は事態を把握し、正常作動している同種のアンプの空きチャンネルに音声ケーブルを付け替え正常に復旧した。		該当なし						機器の新品交換を実施。原因究明について機器設置業者を通じメーカーに依頼し
確認中ではあるが品質を向上するよう求めた。

				東海				愛知 アイチ		尾張東部放送						CFM		中 チュウ		2				○				○		2/5/18		15:23:00		2/5/18		15:27:00		0:04:00		その他		人為的な要因						海放第4562号		エフエムサンキュー				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		電源モジュール		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		生放送中に放送中断、演奏所設備放送機器点検。ファンヒーター電源を放送機器につながる電源から取っていることを発見、安全を確かめ放送機器再起動し復旧。放送中断のお詫びと説明をし生放送を再開。電源管理徹底し、電源モジュールとUPSを新しく取り替えた。		なし

				東海				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		3				○				○		3/1/18		6:33:00		3/1/18		10:50:00		4:17:00		自然災害		雷		落雷を保護する回路が働いたため				海放４９８４号		奥飛騨温泉郷平湯送信局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		保護回路を解除				73世帯

				東海				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		3				○				○		3/1/18		6:00:00		3/2/18		12:06:00		30:06:00		停電 テイデン		雷		猪臥山リレーステーションへの落雷により電源断その為、市の多重無線装置が停止した。				海放４９７９号		飛騨清見IC送信局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		荒天により、当日の現地入局が困難だった為、翌日電気事業者が現地へ行き、局舎内の入電作業により、同報無線系、消防無線系の通信確認を行なった。				45世帯				番組内、ツイッターで聴取者に周知。

				東海				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		3								0		3/1/18		6:00:00		3/2/18		12:06:00		30:06:00		停電		雷		猪臥山リレーステーションへの落雷により電源断その為、市の多重無線装置が停止した。				海放４９８０号		清見龍ケ峰送信局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		荒天により、当日の現地入局が困難だった為、翌日電気事業者が現地へ行き、局舎内の入電作業により、同報無線系、消防無線系の通信確認を行なった。				9世帯				番組内、ツイッターで聴取者に周知。

				東海				岐阜		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		3								0		3/1/18		6:00:00		3/2/18		12:06:00		30:06:00		停電		雷		猪臥山リレーステーションへの落雷により電源断その為、市の多重無線装置が停止した。				海放４９８１号		荘川ダナ送信局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		荒天により、当日の現地入局が困難だった為、翌日電気事業者が現地へ行き、局舎内の入電作業により、同報無線系、消防無線系の通信確認を行なった。				107世帯				番組内、ツイッターで聴取者に周知。

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		3				○				○		3/14/18		11:24:46		3/14/18		11:24:50		0:00:04		その他		人為的な要因		生放送番組中のミキサー操作ミス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：11時24分51秒から無音検知器によるフィラー自動送出。11時25分04秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		3				○				○		3/14/18		21:26:46		3/14/18		21:26:50		0:00:04		その他		人為的な要因		録音番組素材の不具合				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		親局：21時26分51秒から無音検知器によるフィラー自動送出。21時27分15秒から通常放送に復帰。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

				東海				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親		3				○				○		3/31/18		23:00:13		3/31/18		23:00:17		0:00:04		設備故障		ソフトウェア不具合		APSの不具合。放送素材及び運行プログラムデータ入力は問題なし。メーカーメンテナンス。				海放第4201号		FM熱海湯河原局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		親局：23時00分18秒から無音検知器によるフィラー自動送出。23時00分31秒から通常放送に復帰。。		海放第4202号 泉中継局。海放第5532号 上宿中継局。		27,400世帯				（熱海市・湯河原町等）

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				近畿		重 ジュウ		大阪 オオサカ		大阪マルチメディア放送						MM		親 オヤ		10								0		10/2/17		5:00:00		10/2/17		5:41:11		0:41:11		設備故障		自然故障						移基第１２号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備品と交換し設定作業を行う。								東京マルチメディア放送側での作業における
事故であり、その復旧作業もすべて東京側で
行われたものです。

				近畿		重 ジュウ		京都 キョウト		有本積善社						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/23/17		3:49:00		10/23/17		10:27:00		6:38:00		停電		停電		台風21号による市道榎五老岳線（五老岳頂上と国道27号を結ぶ道路）の崖崩れにより電柱が倒壊し、停電。				近放第１０２７４６号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		停電後UPSへ自動切換、UPS容量枯渇後停波（６時間38分）、徒歩で送信所到着後、手動で発電機起動し復旧		なし						平成29年11月21日付「重大な事故報告書」提出済み

				近畿				滋賀 シガ		毎日放送						DTV		中		10				○				○		10/23/17		5:58:28		10/23/17		9:50:00		3:51:32		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:16:36				近放第102642号		葛川貫井局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約18世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		朝日放送テレビ						DTV		中		10								0		10/23/17		5:58:28		10/23/17		9:50:00		3:51:32		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:16:36				近放第102643号		葛川貫井局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約18世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		関西テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:58:28		10/23/17		9:50:00		3:51:32		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:16:36				近放第102644号		葛川貫井局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約18世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		讀賣テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:58:28		10/23/17		9:50:00		3:51:32		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:16:36				近放第102645号		葛川貫井局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約18世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		びわ湖放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:58:28		10/23/17		9:50:00		3:51:32		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:16:36				近放第102670号		葛川貫井局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約18世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		毎日放送						DTV		中		10				○				○		10/23/17		5:59:13		10/23/17		10:32:00		4:32:47		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  16:10:18				近放第102650号		葛川細川下局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約13世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		朝日放送テレビ						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:13		10/23/17		10:32:00		4:32:47		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  16:10:18				近放第102651号		葛川細川下局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約13世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		関西テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:13		10/23/17		10:32:00		4:32:47		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  16:10:18				近放第102652号		葛川細川下局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約13世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		讀賣テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:13		10/23/17		10:32:00		4:32:47		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  16:10:18				近放第102653号		葛川細川下局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約13世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		びわ湖放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:13		10/23/17		10:32:00		4:32:47		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  16:10:18				近放第102671号		葛川細川下局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約13世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		毎日放送						DTV		中		10				○				○		10/23/17		5:59:02		10/23/17		11:23:00		5:23:58		停電		停電		停電時間 10/23　0:11:22～10/25  17:55:07				近放第102646号		葛川細川上局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約29世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		朝日放送テレビ						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:02		10/23/17		11:23:00		5:23:58		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  17:55:07				近放第102647号		葛川細川上局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約29世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		関西テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:02		10/23/17		11:23:00		5:23:58		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  17:55:07				近放第102648号		葛川細川上局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約29世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		讀賣テレビ放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:02		10/23/17		11:23:00		5:23:58		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  17:55:07				近放第102649号		葛川細川上局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約29世帯。		共建。

				近畿				滋賀 シガ		びわ湖放送						DTV		中		10								0		10/23/17		5:59:02		10/23/17		11:23:00		5:23:58		停電		停電		停電時間　10/23　0:11:22～10/25  17:55:07				近放第102672号		葛川細川上局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		台風21号による停電でﾊﾞｯﾃﾘｰが上がり停波。仮設発電機を設置して復旧。		無し		約29世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		テレビ和歌山						DTV		親		11				○				○		11/18/17		15:30:00		11/18/17		15:38:49		0:08:49		その他		人為的な要因						近放第101090号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		中継番組の延長処理に失敗し、次番組のVTRが送出される。緊急割込み系へ手動切り替えするが、緊急割込み系の素材選択部がフリーズしていたため、「しばらくお待ちください」の静止画のままとなった。		全中継局　101428号　101445号　101554号　101559号　101564号　101584号　101586号　101587号　101790号　101790号　101795号　101805号　101849号　101906号　101911号　10936号　101984号　101986号　102022号　102058号　102153号　102171号　102214号　102242号　102290号　102302号　102308号　102331号　102369号　102382号　102493号　102		約567600世帯。		共建。

				近畿				京都 キョウト		毎日放送						R		中		12				○				○		12/10/17		3:03:44		12/10/17		4:47:04		0:11:53		設備故障		自然故障						近放第100120号		京都局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		3波共用器（MBS専有部）		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		SP動作の回数が規定値を超え、送信機が起動停止となり異常アラームが発生。マスター監視者がリモート操作により送信機起動を行った。
断続的に発生するSP動作を解消するため、SP動作する閾値を調整すること及び変調度をわずかに抑えることにより、SP動作頻発による送信機停止を一時的に回避した。		無し		約178万世帯。		共建。

				近畿				大阪 オオサカ		FM802						FM		親		12				○				○		12/20/17		7:20:03		12/20/17		7:20:25		0:00:22		その他		人為的な要因		音声卓のHOLDボタンを誤って押してしまった事により、一切の操作を受け付けなくなり、音声を送出する事が出来なくなった為。				近放第５７９６号		エフエムココロ、親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		誤動作した機器を元に戻した		なし		約631万世帯		単独。

				近畿				滋賀 シガ		えふえむ草津						CFM		C親		12				○				○		12/26/17		11:53:43		12/26/17		11:58:48		0:05:05		回線障害		電気通信事業者の回線障害		事故時TX1からTX2に切り替わったため送信機異常と判断し、STL回線異常であった				近放　第101729号		えふえむ草津。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		STL回線		事業者が自ら対応(系切替)		送信所に移動し、STLをバッサクアッブから切り戻し放送確保。 
STLの回線安定化検討		なし		78､456世帯。		共建。

				近畿				大阪 オオサカ		エフエム泉大津						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/28/17		15:45:00		12/28/17		16:38:00		0:53:00		設備故障		自然故障		不明 フメイ				近放第102773号		FMいずみおおつ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						31,090世帯

				近畿				大阪 オオサカ		朝日放送テレビ						DTV		親		1				○				○		1/15/18		10:25:00		1/15/18		10:30:18		0:00:55		その他		他の事業者による要因		発局（テレビ朝日）より無⾳のプログラムが送出されてきたため。				近放第100682号		ABC大阪DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		テレビ朝日音声卓		他事業者(他の放送事業者)にて対応		VTR素材再生を停止し放送（音声）を復帰。		近放第101128号。
プラン近放第101131号。
プラン近放第101140号。
プラン近放第101143号。
プラン近放第101416号。
プラン近放第101419号。
近放第101425号。
近放第101430号。
近放第101433号。
近放第101440号。
プラン近放第101443号。
近放第101473号。
近放第101481号。
プラン近放第101505号。
プラン近放第101510号。
プラン近放第101515号。
近放第101520号。
プラン近放第101528号。
プラン近放第101		約976万世帯		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						DTV		中		2				○				○		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		その他		人為的な要因						近放第102293、102294号		美浜三尾DG・DE局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		近隣の火災により、受信所ー送信所間の光伝送線が溶断した。伝送線を接続して復旧。		なし		191世帯		共建

				近畿				和歌山 ワカヤマ		毎日放送						DTV		中		2								0		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		自然災害		その他の自然災害		架空光伝送ｹｰﾌﾞﾙが火災により溶断。送信所近くの空き地の枯草が燃えて飛び火。				近放第102295号		美浜三尾局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光伝送ｹｰﾌﾞﾙの再接続を行い復旧。		無し		約220世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		朝日放送テレビ						DTV		中		2								0		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		自然災害		その他の自然災害		架空光伝送ｹｰﾌﾞﾙが火災により溶断。送信所近くの空き地の枯草が燃えて飛び火。				近放第102297号		美浜三尾局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光伝送ｹｰﾌﾞﾙの再接続を行い復旧。		無し		約220世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		関西テレビ放送						DTV		中		2								0		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		自然災害		その他の自然災害		架空光伝送ｹｰﾌﾞﾙが火災により溶断。送信所近くの空き地の枯草が燃えて飛び火。				近放第102298号		美浜三尾局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		事業者が自ら対応(その他)		光伝送ｹｰﾌﾞﾙの再接続を行い復旧。		無し		約220世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		讀賣テレビ放送						DTV		中		2								0		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		自然災害		その他の自然災害		架空光伝送ｹｰﾌﾞﾙが火災により溶断。送信所近くの空き地の枯草が燃えて飛び火。				近放第102299号		美浜三尾局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光伝送ｹｰﾌﾞﾙの再接続を行い復旧。		無し		約220世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		テレビ和歌山						DTV		中		2								0		2/14/18		11:34:54		2/14/18		16:07:12		4:32:18		自然災害		その他の自然災害		架空光伝送ｹｰﾌﾞﾙが火災により溶断。送信所近くの空き地の枯草が燃えて飛び火。				近放第102302号		美浜三尾局。その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光伝送ｹｰﾌﾞﾙの再接続を行い復旧。		無し		約220世帯。		共建。

				近畿				和歌山 ワカヤマ		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親		2				○				○		2/20/18		7:00:00		2/20/18		8:23:00		1:23:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ交換機故障				近放第101883号		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ、親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				他事業者(電気事業者)にて対応				無し						ＮＴＴの故障係ではインターネットの早朝の対応は難しいのが分かった。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		日本放送協会						DTV		プ		2				○				○		2/24/18		16:00:17		2/24/18		16:00:20		0:00:03		設備故障		自然故障						近放送100680号		大阪DE。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		入力切替板の故障により、停波。自動号機切替により回復		大阪DEの放送波中継局および生駒経由のIF－TTL中継局（詳細の記載略）

大阪府　10局
京都府　5局
兵庫県　6局
奈良県　8局
滋賀県　2局		6,993,867世帯		単独

				近畿 キンキ				三重 ミエ		日本放送協会						DTV		プ		2				○				○		2/24/18		19:11:33		2/24/18		19:16:04		0:04:31		設備故障		自然故障						近放第101427号		栃原DE。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		上位局の生駒DEの入力切替板の故障によりIF-TTLの受信信号が断となり停波。生駒にて接続変更して回復。放送終了後、生駒DEの入力切替板を修理。		近放第102044号		35,255世帯		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親		2				○				○		2/27/18		7:00:00		2/27/18		7:02:20		0:02:20		設備故障		人為的な要因		放送に係る新設備導入に伴う結線ミス。前日晩（2/26）に設備導入をした際に、原因となった不備が起きたものと思う。				近放第101883号		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ、親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		6：51に放送予定だった音源が流れず、異常が発覚。結線チェックにより、一部線がつながっていない不備を発見して復旧。		無し						苦情=無し、リスナーからの問い合わせ=3件

				近畿		重 ジュウ		和歌山 ワカヤマ		和歌山放送						ワイド		親 オヤ		3				○				○		3/3/18		10:11:00		3/3/18		11:18:00		1:07:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						近放第102745号		県和歌山FM中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT海南ビル エッジSW故障		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。点検業者を現地出向させ状況確認。電気通信事業者回線の早期復旧困難と判断し、AM親局(1431kHz)放送波を受信して復旧。電気通信事業者回線は、同日13時03分に復旧。		近放第102749号
近放第102750号		31万1千余世帯。		共建。

				近畿				大阪 オオサカ		エフエム泉大津						CFM		C親		3				○				○		3/13/18		12:00:20		3/13/18		12:29:00		0:28:40		その他		その他		空中線に障害物（鳥）がとまり、反射波に異常が生じ、送信機が自動停止				近放第102773号		FMいずみおおつ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						31,090世帯

				近畿				大阪 オオサカ		エフエム泉大津						CFM		C親		3				○				○		3/14/18		9:09:35		3/14/18		9:35:20		0:25:45		その他		その他		空中線に障害物（カラス）がとまり、反射波に異常が生じ、送信機が自動停止				近放第102773号		FMいずみおおつ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						31,090世帯

				近畿				大阪 オオサカ		エフエム泉大津						CFM		C親		3				○				○		3/18/18		8:50:00		3/18/18		9:08:02		0:18:02		その他		その他		空中線に障害物（カラス）がとまり、反射波に異常が生じ、送信機が自動停止				近放第102773号		FMいずみおおつ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						31,090世帯

				近畿				和歌山 ワカヤマ		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親		3				○				○		3/19/18		7:00:00		3/19/18		7:04:40		0:04:40		設備故障		ソフトウェア不具合		ＡＰＳのスイッチャー不良				近放第101883号		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ、親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		1.放送開始時刻になった際、スタジオ内では通所放送を開始したが、無音検知器が作動し音楽ファイルが放送された。2.放送の異変に気付き、スイッチャーのミキサーフェーダーを手動で操作、スタジオからの放送を始める。3.復旧するためパッチ版でＰＣ系をバイパスし、ＰＣ再起動とスイッチャー（エディロール）再起動を行い復帰後バイパスを解除し復旧した。		無し						苦情=無し、リスナーからの問い合わせ=1件

				近畿				大阪 オオサカ		エフエム泉大津						CFM		C親		3				○				○		3/26/18		10:05:00		3/26/18		10:19:00		0:14:00		その他		その他		空中線に障害物（カラス）がとまり、反射波に異常が生じ、送信機が自動停止				近放第102773号		FMいずみおおつ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		その後、他事業者により送信機が自動停止する閾値をなくし自動停止しないように設置の変更				31,090世帯

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				中国				広島 ヒロシマ		尾道エフエム放送						CFM		中 チュウ		10				○				○		10/10/17		7:30:00		10/10/17		17:28:00		9:58:00		設備故障		自然故障						中放第12078号		因島局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		5G無線設備のODU（アウトドアユニット）		他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて故障検知。
電気通信事業者に連絡し5G無線線設備のODU（アウトドアユニット）を交換。				1万1147世帯。		単独。

				中国				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親		10				○				○		10/11/17		12:48:25		10/11/17		12:48:30		0:00:05		設備故障		ソフトウェア不具合						四放第4257号		KSB高松DTV。演奏所				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CMﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(バージョンアップ))				親 四放第 4257 号。
プラン 四放第 4258 号。
プラン 四放第 4322 号。
プラン 四放第 4392 号。
その他 四放第 4471 号。
その他 四放第 4505 号。
その他 四放第 4573 号。
その他 四放第 4574 号。
その他 四放第 4592 号。
その他 四放第 4623 号。
その他 四放第 4629 号。
その他 四放第 4882 号。
その他 四放第 4883 号。
その他 中放第 10654 号。
その他 中放第 10718 号。
プラン 中放第 10719 号		約100万世帯。		単独。		（岡山県・香川県合わせて）

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		日本放送協会						DTV		中		10				○				○		10/13/17		14:15:00		10/14/17		1:45:00		11:30:00		設備故障		その他		（機器故障）				中放第10856号		湯原　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		空中線電力分配器への浸水		事業者が自ら対応(その他)		出向し予備空中線を仮設し切り替えて回復				662　世帯		（共建）

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		西日本放送						DTV		中		10				○				○		10/13/17		14:15:00		10/14/17		3:50:00		13:35:00		設備故障		その他						中放第10910号		湯原DTV局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		2017/10/14 3:05～3:50の放送休止時間内に緊急点検を実施。電力分配器への浸水を確認したため防水措置し復旧。		なし		708世帯。		共建		エリア内の一部世帯で映像と音声が不良になったと考えられる。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		瀬戸内海放送						DTV		中		10								0		10/13/17		14:15:00		10/14/17		3:50:00		13:35:00		設備故障		その他		浸水				中放第10897号		KSB湯原DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		送信空中線の主給電線、J.BOX、分岐給電線		事業者が自ら対応(その他)		空中線系への浸水で電界低下、防水処置で仮復旧後主給電線。J.BOX.分岐給電線を交換し復旧		無し		708世帯。		共建。		（実影響は708世帯の一部）

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ放送						DTV		中 チュウ		11				○				○		11/13/17		1:52:57		11/13/17		1:53:05		0:00:08		設備故障		自然故障						中固第7756号		HTVうねやま　固定局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		64QAM復調器		事業者が自ら対応(系切替)		自動により系統切替。切替動作中に映･音断｡故障機は予備機と交換し､修理後戻しています｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10569号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第1130		376,500世帯｡		共建｡

				中国				鳥取 トットリ		山陰放送						ワイド		親 オヤ		11				○				○		11/15/17		0:07:04		11/15/17		0:09:30		0:02:26		回線障害		電気通信事業者の回線障害						中放第１２１１１号		ＢＳＳ鳥取ＦＭ　プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞが提供する電気通信設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧。原因の特定はできていないが、ＩＰコーデックのエラーログから中継回線設備のネットワーク機器の故障が疑われる。		なし		113,241世帯		単独		故障設備は、FM補完局

				中国				広島 ヒロシマ		中国コミュニケーションネットワーク						CFM		C親		12				○				○		12/4/17		10:29:00		12/4/17		10:29:26		0:00:26		設備故障		ソフトウェア不具合						中放第10365号 チュウホウダイゴウ		してぃエフエムひろしま				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		ＡＰＳ運行ソフトウェア		事業者が自ら対応(自然復旧)				なし						ソフトウェアへの負荷を少なくするため、システムの音源ファイル数を少なくし、その後オペレーションシステムの再起動作業を定期的に実行。

				中国				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親		12				○				○		12/8/17		11:59:45		12/8/17		12:29:45		0:30:00		その他 タ		人為的な要因		番組送出プログラムの設定ミスによるもの				中放第11195号 チュウホウダイゴウ		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		発見時刻が復旧時刻直前だったため対応出来ず。
12:29:45から通常プログラムになったため復旧。

				中国				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム						CFM		C親		12				○				○		12/16/17		21:07:23		12/16/17		21:55:24		0:48:01		設備故障		自然故障						中放第10035号		おかやまシティエフエム。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置および社員モニターにて異常検知。送信所に急行し、再起動。				約37万世帯。		単独。

				中国				島根 シマネ		日本海テレビジョン放送						DTV		中		1				○				○		1/12/18		19:35:00		1/12/18		23:30:00		3:55:00		停電		停電						中放第10924号		NKT石見大和DTV局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電力事業者の配電線支障事故。現地出向し、仮設発電機にてバックアップ。		該当なし		381世帯。		民放共建。		大雪のため、電力事業者の停電が長時間となり、現地出向にも時間を要したため、停波となった。

				中国				島根 シマネ		山陰放送						DTV		中		1								0		1/12/18		19:35:00		1/12/18		23:30:00		3:55:00		停電		停電		積雪の影響で中国電力による配電が停止し、ＢＦ装置で放送継続したが、バッテリー容量が尽き停波。				中放第１０９３７号		ＢＳＳ石見大和ＤＴＶ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		中国電力の配電設備		事業者が自ら対応(その他)		当社が依頼した保守業者による発電機でのバックアップで放送は復旧。その後翌日朝に中国電力により停電復旧。		なし		３８１世帯				積雪と倒木により復旧が遅延

				中国				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン放送						DTV		中		1								0		1/12/18		19:35:00		1/12/18		23:30:00		3:55:00		停電		停電						中放第10955号		石見大和ＤＴＶ。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		長時間停電により、予備電源装置のバッテリーが放電終止したため放送中断。		なし		381世帯。		共建		大雪のため、現地出向が遅延。

				中国				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親		1				○				○		1/15/18		5:00:00		1/15/18		5:59:40		0:59:40		設備故障		自然故障		番組送出装置（2号機）のタイマーIC故障により、予定番組が放送されず。				中放第　10424号		エフエムしゅうなん				番組送出設備		番組送出設備(その他)		タイマーIC故障		事業者が自ら対応(その他)		番組送出装置（1号機）に手動切替
運行情報の再読込み
機器修理		なし		影響世帯数　44,000世帯

				中国				広島 ヒロシマ		中国放送						DTV		親		1				○				○		1/27/18		9:59:28		1/27/18		9:59:48		0:00:20		設備故障		停電						中放第10505号		広島DTV 　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		UPS装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		瞬停時にUPSが不調により停波するが、電源復旧により回復		広島 ＤＴＶ 中放第 10505 号 親局
佐東 DTV 中放第 10560 号 
呉 ＤＴＶ 中放第 10561 号 ﾌﾟﾗﾝ局
福山 DTV 中放第 10568 号 ﾌﾟﾗﾝ局
尾道 DTV 中放第 10639 号 ﾌﾟﾗﾝ局
三原 DTV 中放第 10649 号 
三次 DTV 中放第 10651 号 ﾌﾟﾗﾝ局
可部 DTV 中放第 10701 号 
竹原 DTV 中放第 10739 号 ﾌﾟﾗﾝ局
西城 DTV 中放第 10740 号 
大柿 DTV 中放第 10741 号 ﾌﾟﾗﾝ局
因島 D		約140万世帯		共建

				中国				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親		1				○				○		1/29/18		20:49:45		1/29/18		21:12:03		0:22:18		設備故障		自然故障		CODECファン故障により、急遽予備機に切替えたが、予備機で運用中、不具合が発生。				中放第　10424号		エフエムしゅうなん				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		CODEC予備機のファンを、主CODECへ付替え。
修理後、主CODECで運用。		なし		影響世帯数　44,000世帯

				中国				岡山 オカヤマ		山陽放送						DTV		親		3				○				○		3/26/18		23:41:49		3/26/18		23:45:06		0:03:17		設備故障		自然故障						中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		TVマスター現用機器が故障。予備系システムへの自動切替が行われなかったため、映像が黒、音声が無音となった。ＴＶマスターにて手動で予備系システムへ切替を行った。		中放第 11247 号 ＲＳＫ 東井原 DTV その他局
中放第 11246 号 ＲＳＫ 中国勝山 DTV その他局
中放第 11316 号 ＲＳＫ 西井原 DTV その他局
中放第 11317 号 ＲＳＫ 足守大井 DTV その他局
中放第 11280 号 ＲＳＫ 牛窓 DTV その他局
中放第 11318 号 ＲＳＫ 山陽 DTV その他局
中放第 11296 号 ＲＳＫ 中和 DTV その他局
中放第 11384 号 ＲＳＫ 建部 DTV その他局
中放第 11466 号 ＲＳＫ 備前伊里 DTV		1,043,030世帯				全中継局 ゼンチュウケイキョク

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				四国				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親		10				○				○		10/11/17		12:48:25		10/11/17		12:48:30		0:00:05		設備故障		ソフトウェア不具合						四放第4257号		KSB高松DTV。演奏所				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CMﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(バージョンアップ))		CMの圧縮形式が特殊であり、CMﾊﾞﾝｸが対応できずﾌﾘｰｽﾞ、次CMから正しく送出 ｿﾌﾄｳｪｱの改修を実施し復旧		親 四放第 4257 号。
プラン 四放第 4258 号。
プラン 四放第 4322 号。
プラン 四放第 4392 号。
その他 四放第 4471 号。
その他 四放第 4505 号。
その他 四放第 4573 号。
その他 四放第 4574 号。
その他 四放第 4592 号。
その他 四放第 4623 号。
その他 四放第 4629 号。
その他 四放第 4882 号。
その他 四放第 4883 号。
その他 中放第 10654 号。
その他 中放第 10718 号。
プラン 中放第 10719 号		約100万世帯。		単独。		（岡山県・香川県合わせて）

				四国				高知 コウチ		高知放送						DTV		中		10				○				○		10/25/17		4:54:44		10/25/17		13:30:16		8:35:32		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し1カ所断線				四放第4826号		RKC沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で1カ所断線		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。

				四国				高知 コウチ		テレビ高知						DTV		中		10								0		10/25/17		4:54:44		10/25/17		13:30:16		8:35:32		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し１カ所断線				四放第4827号		KUTV沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で１カ所断線）		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。　

				四国				高知 コウチ		高知さんさんテレビ						DTV		中		10								0		10/25/17		4:54:44		10/25/17		13:30:16		8:35:32		自然災害		その他の自然災害		台風の風雨により立木が受信所と送信所間の光ケーブルに接触し1カ所断線				四放第4828号		KSS沖ノ島弘瀬DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		光ケーブル（6400ｍ間で1カ所断線		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。受信所と送信所間の光ケーブルが断線したものと推測した。　断線箇所の光ケーブル切替にて復旧。				約56世帯。		共建。　

				四国				高知 コウチ		高知放送						DTV		中		1				○				○		1/18/18		19:03:15		1/18/18		19:12:52		0:09:37		設備故障		自然故障		作業停電の為発電機運用後、商用復電したが商用-発電機切替器制御リレーの不具合により、商用側に切替らず発電機停止後、電力供給が停止				四放第4485号		RKC土佐清水DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		商用-発電機切替器制御リレー		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。リモコンにて発電機の起動制御を行い仮復旧。現地臨局し制御リレー交換で正常復旧。		四放第4760号。四放第4785号。		約4405世帯。		共建。

				四国				高知 コウチ		テレビ高知						DTV		中		1								0		1/18/18		19:03:15		1/18/18		19:12:52		0:09:37		設備故障		自然故障		作業停電の為発電機運用後、商用復電したが商用-発電機切替器制御リレーの不具合により、商用側に切替らず発電機停止後、電力供給が停止				四放第4482号		KUTV土佐清水DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		商用-発電機切替器制御リレー		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。リモコンにて発電機の起動制御を行い仮復旧。現地臨局し制御リレー交換で正常復旧。		四放第4757号KU土佐大月DTV
　　            　　　　四放第4788号KU下川口DTV		約4405世帯。		共建。

				四国				高知 コウチ		高知さんさんテレビ						DTV		中		1								0		1/18/18		19:03:15		1/18/18		19:12:52		0:09:37		設備故障		自然故障		作業停電の為発電機運用後、商用復電したが商用-発電機切替器制御リレーの不具合により、商用側に切替らず発電機停止後、電力供給が停止				四放第4486号		KSS土佐清水DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		商用-発電機切替器制御リレー		事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置により停波を検知。リモコンにて発電機の起動制御を行い仮復旧。現地臨局し制御リレー交換で正常復旧。		四放第4775号。
四放第4791号。		約4405世帯。		共建。

				四国				愛媛 エヒメ		宇和島ケーブルテレビ						CFM		C親		2				○				○		2/19/18		3:34:30		2/19/18		3:36:00		0:01:00		その他		その他		割込放送時にＪアラートの音声が放送されず無音となった。				四放第5051号、四放第5052号		宇和島局、津島局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		Ｊアラート装置		事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて無音検知、割込放送が終了したことにより自動復旧				34,040世帯

				四国				岡山 オカヤマ		山陽放送						DTV		親		3				○				○		3/26/18		23:41:49		3/26/18		23:45:06		0:03:17		設備故障		自然故障						中放第10502号		RSK岡山DTV。 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		TVマスター現用機器が故障。予備系システムへの自動切替が行われなかったため、映像が黒、音声が無音となった。ＴＶマスターにて手動で予備系システムへ切替を行った。		中放第 10502 号 ＲＳＫ 岡山 DTV 親局
中放第 10656 号 ＲＳＫ 備前 DTV その他局
中放第 10707 号 ＲＳＫ 笠岡 DTV プラン局
中放第 10743 号 ＲＳＫ 津山 DTV プラン局
中放第 10706 号 ＲＳＫ 新見 DTV その他局
中放第 10798 号 ＲＳＫ 高梁 DTV その他局
中放第 10797 号 ＲＳＫ 久世 DTV その他局
中放第 10877 号 ＲＳＫ 湯原 DTV その他局
中放第 10876 号 ＲＳＫ 美作 DTV その他局
中放第 1		1,043,030世帯				全中継局

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会						R		中		3				○				○		3/27/18		18:04:27		3/27/18		19:20:00		1:15:33		設備故障		自然故障						四放第2077号		ＮＨＫ須崎Ｒ１				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		放送機ユニットを交換		無		27,734世帯				総合テレビ・Ｒ１・ＦＭのローカルニュース枠でコメント（各1回）。ホームページ掲載。

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				九州				福岡 フクオカ		九州・沖縄マルチメディア放送						MM		親 オヤ		10								0		10/2/17		5:00:00		10/2/17		5:39:41		0:39:41		設備故障		他の事業者による要因		2017年10月1日（日）の放送休止帯に、株式会社VIPがソフト会社マスター設備のメンテナンスを実施。この際「ネット送り用設備」の設定を一時的に変更しました。放送再開に向けてこの設定を切り戻す際、作業手順書に誤りがあったため、同装置が動作不良を起こし、操作画面がフリーズ、全ての出力が停止しました。				移基放第８号、移基放第９号		マルチメディア放送　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		復旧に相当な時間を要すると判断したため、同装置を予備機に交換する措置を行いましたが、設定が不十分なまま放送再開時刻となったため、放送が無音になる事態となりました。
なお、装置交換後に「ネット送り用設備」に対して、設定を行う必要があり、1Chずつ手作業を行ったため、放送再開が大幅に遅れる事となりました。								メンテナンス後の切り戻しに問題があったため、作業手順の事前及び実施時の確認を徹底致します。
また、機器交換後の必要作業についても見直しを行い、作業時間を正確に算出して、今後の作業手順に反映致します。

				九州				熊本 クマモト		熊本放送						R		親		10				○				○		10/3/17		11:45:07		10/3/17		11:45:49		0:00:42		その他 タ		人為的な要因		スタジオ音声素材が位相反転で無音となった。				九放第４０号		ＲＫＫ熊本Ｒ　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		位相反転ボタンを復帰させ復旧				952,387世帯				停波はなく無変調状態
演奏所による無音

				九州				熊本 クマモト		熊本放送						FM		親		10				○				○		10/3/17		11:45:07		10/3/17		11:45:49		0:00:42		その他 タ		人為的な要因		スタジオ音声素材が位相反転で無音となった。				九放第11411号		ＲＫＫ熊本ＦＭ　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		位相反転ボタンを復帰させ復旧				600915世帯				停波はなく無変調状態
演奏所による無音

				九州				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中		10				○				○		10/3/17		18:06:00		10/3/17		21:19:00		3:13:00		設備故障		自然故障						九放第10360号		ＭＢＣ与路ＤＴＶ(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		下位局なし		75世帯。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		日本放送協会						DTV		中		10				○				○		10/4/17		21:07:04		10/4/17		23:42:09		2:35:05		設備故障		自然故障		送信変換ユニットの故障				九放第10126号		宮崎内海DG(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		下位局なし		280世帯。		共建。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分						FM		親		10				○				○		10/6/17		23:53:55		10/7/17		0:07:04		0:13:09		設備故障		自然故障		原因不明				九放第5719号		大分ＦＭ（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		突然、送信機が電源オフになった。		他事業者(他の放送事業者)にて対応		リモコン制御にて、送信機の電源をオンとし、以後正常に放送を継続。		九放第5869号(玖珠FM)
九放第5870号(日田FM)
九放第5871号(佐伯FM)
九放第5872号(津久見FM)
九放第5873号(中津FM)
九放第8511号(竹田FM)		影響世帯数:467,017世帯				電源がオフになった理由は不明。
機器故障なし。
回線障害認めず。
危機制御の履歴なし。

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ　						DTV		親		10				○				○		10/8/17		17:48:40		10/8/17		17:53:15		0:04:35		その他 タ		人為的な要因		通常使用しているアナブースを別場所に仮設していた。仮説ブースのアナウンス音声は音声ミキサーの「マイク２」に入力していたが、連絡が不徹底となり、本来「マイク２」の音声フェーダーで音声調整すべきところ、送出担当者が通常使用している「マイク１」のフェーダーの上げ下げで音声チェックを行った。担当者は「仮設アナブースからサブ側への出力に問題あり」と誤認、仮設アナブース側で技術的対応を行ったため、不体裁中の復帰ができなかった。				九放第8888号		ＳＴＳ佐賀ＤＴＶ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		音声ミキサーの誤操作		事業者が自ら対応(自然復旧)		ローカル番組終了時刻で復旧		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号。九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		679,529世帯。				17:48:40～17:48:58 　無音(18秒）
17:48:58～17:49:44　　VTR音声のみ(46秒）
17:49:44～17:50:04 　無音（20秒）
17:50:04～17:50:57　　VTR音声のみ(53秒）
17:50:57～17:51:12 　無音（15秒）
17:51:12～17:52:07　　VTR音声のみ(55秒）
17:52:07～17:52:19 　無音（12秒）
17:52:19～17:53:15　　VTR音声のみ(56秒）

ＯＡ２分前までにトラブルが改善しなけ

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中		10				○				○		10/11/17		13:44:56		10/11/17		14:46:40		1:01:44		設備故障		自然故障						九放第11310号		KYT名瀬大熊DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換後回復。		下位局なし		664世帯。		共建。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎文化放送						DTV		親		11				○				○		11/1/17		11:22:53		11/1/17		11:23:03		0:00:10		その他 タ		人為的な要因		保守点検中の操作誤り
により送信機を停止させた				九放第８８８１号		ＮＣＣ長崎ＤＴＶ 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		誤り操作に気付き、復旧操作を行い送信機起動		プラン諫早 九放第9062号。プラン福江 九放第9521号。有川 九放第8958号。東長崎 九放第9650号。長与 九放第9739号。長崎北 九放第10333号。矢上 九放第9651号。飯盛 九放第9652号。長崎西山 九放第10335号。戸町 九放第10661号。長崎南 九放第10667号。蚊焼 九放第10732号。奈摩 九放第10155号。三井楽 九放第10259号。富江 九放第10877号。野母崎 九放第10043号。外海 九放第10492号。奈良尾 九放第10793号。雲仙 九放第9835号。長崎		約25万世帯。		共建。		親局停波により、ＲＦ受信局のみ停波の影響。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		福岡 フクオカ		AIR STATION HIBIKI						CFM		C親		11				○				○		11/1/17		13:58:58		11/1/17		16:29:11		2:30:13		その他		人為的な要因		送信塔に巻き付いた蔦が光回線及び電力線を圧迫する恐れがあった為、撤去作業中に誤って光回線を切断した。				九放第9772号		親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		光回線		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊送出設備を送信所へ運搬した。サイマル放送を受信し送信機へ入力した。				59,999世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 チュウ		11				○				○		11/8/17		22:30:45		11/9/17		5:22:01		6:51:16		設備故障		自然故障		同一CH干渉除去装置の不具合（変調異常）				九放第9963号		牛深魚貫局DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		同一ＣＨ干渉除去装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		緊急出向し、除去装置のリセットを行い復旧		牛深茂串局		影響世帯数686

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		テレビ宮崎						DTV		親		11				○				○		11/9/17		7:51:28		11/9/17		7:57:38		0:06:10		設備故障		自然故障		ＴＳ切替器が不要な制御信号を受信 キリカエキフヨウセイギョシンゴウジュシン				九放第8882号		UMK宮崎DTV　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系への切替にて復旧		九放第8966号。九放第9088号。九放第8979号。九放第9235号。九放第9087号。九放第9691号。九放第9327号。九放第9301号。九放第9326号。九放第9311号。九放第9941号。九放第9787号。九放第9777号。九放第9841号。九放第9776号。九放第9382号。九放第9271号。九放第9292号。九放第9380号。九放第9942号。九放第9890号。九放第9993号。九放第9891号。九放第9992号。九放第9229号。九放第9381号。九放第9842号。九放第9402号。九放第		329,056世帯。		単独。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		テレビ宮崎						DTV		親		11				○				○		11/9/17		10:02:48		11/9/17		10:03:36		0:00:48		設備故障		自然故障		変調器の異常動作 ヘンチョウキイジョウドウサ				九放第8882号		UMK宮崎DTV　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系への切替にて復旧		九放第8966号。九放第9088号。九放第8979号。九放第9235号。九放第9087号。九放第9691号。九放第9327号。九放第9301号。九放第9326号。九放第9311号。九放第9941号。九放第9787号。九放第9777号。九放第9841号。九放第9776号。九放第9382号。九放第9271号。九放第9292号。九放第9380号。九放第9942号。九放第9890号。九放第9993号。九放第9891号。九放第9992号。九放第9229号。九放第9381号。九放第9842号。九放第9402号。九放第		329,056世帯。		単独。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		宮崎 ミヤザキ		宮崎放送						R		親 オヤ		11				○				○		11/28/17		20:36:04		11/28/17		21:16:12		0:40:08		その他		その他		制御関係の誤動作により、音声系統の無線(STL回線)から有線(LINE回線)への切り替えが発生。切り替えが不完全な状態だったため、異音(ノイズ)が混入したと推測される。
制御関係の誤動作は、自動制御板への制御信号に高周波被り等のパルス状の信号が重畳されたことによるものと推測される。				九放第42号		ＭＲＴ宮崎Ｒ　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		制御装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		本社リモコン（制御端局）の制御回線が不通のため、現地に出向し、リモコン(被制御端局)でアラームリセット(表示リセット)を実施して復旧。
＊回線機器の故障はなく、制御回線が不通だった原因は不明。ＮＴＴ西日本に当時の回線状況を確認し、本社～宮崎Ｒ間で障害や工事がなかったことを確認している。				370,272世帯。		単独。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		天草ケーブルネットワーク						CFM		C親		12				○				○		12/5/17		18:30:00		12/5/17		18:33:17		0:03:17		その他 タ		人為的な要因		番組送出装置の誤操作				九放第１１４６７号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))				九放第11468号、
九放第11469号、
九放第11470号、
九放第11471号、
九放第11472号、
九放第11473号		約12000世帯		単独。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＴＶＱ九州放送						DTV		親		12				○				○		12/9/17		5:04:55		12/9/17		5:17:51		0:12:56		その他 タ		人為的な要因		放送運行データの作成ミス				九放第8891号		福岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		「お待ち」テロップを送出		ＴＶＱ北九州ＤＴＶ 九放第8931号 プラン局
ＴＶＱ久留米ＤＴＶ 九放第8938号 プラン局
ＴＶＱ大牟田ＤＴＶ 九放第8977号 プラン局
ＴＶＱ行橋ＤＴＶ 九放第8998号 プラン局
ＴＶＱ宗像ＤＴＶ 九放第9002号 プラン局
ＴＶＱ糸島ＤＴＶ 九放第9010号 プラン局
ＴＶＱ須恵ＤＴＶ 九放第9205号 
ＴＶＱ北九州田野浦ＤＴＶ 九放第9142号 
ＴＶＱ北九州吉田ＤＴＶ 九放第9173号 
ＴＶＱ黒木ＤＴＶ 九放第9181号 
ＴＶＱ苅田ＤＴＶ 九放第9189号 
ＴＶＱ鞍手ＤＴＶ 九放第		2,089,363世帯。		単独		停波時間0:03:02

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会						DTV		中		12				○				○		12/14/17		2:13:40		12/14/17		4:55:00		2:41:20		設備故障		自然故障		電力増幅器の故障				九放第10958号		島原北DG（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		下位局なし		7599世帯。		単独。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎放送						DTV		親		12				○				○		12/25/17		22:37:29		12/25/17		22:37:52		0:00:23		設備故障		自然故障		音声調整装置の故障により、音声断となる				九放第8876号		長崎局　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		音声調整装置（DB8）		事業者が自ら対応(系切替)		送出系統の切替にて回復

音声調整装置については交換した		ＮＢＣ所有の全局		535372世帯

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ放送						DTV		プ		1				○				○		1/10/18		12:27:00		1/10/18		15:07:00		2:40:00		自然災害		雷						九放第9041号		阿久根局。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地出向し、MCCB再投入により回復。		九放第9263号。放第9275号。九放第9281号。九放第9285号。九放第9427号。九放第9717号。九放第10057号。九放第10146号。九放第10147号。九放第10148号。九放第10149号。九放第10689号。		102,202世帯。		共建。		積雪のため現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		プ		1								0		1/10/18		12:27:00		1/10/18		15:07:00		2:40:00		自然災害		雷						九放第9049号		ＭＢＣ阿久根ＤＴＶ（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		現地出向し、MCCB再投入により回復。		九放第9258号。九放第9274号。九放第9280号。九放第9284号。九放第9430号。九放第9719号。九放第10079号。九放第10158号。九放第10159号。九放第10160号。九放第10161号。九放第10692号。		102,202世帯。		共建。		積雪のため現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		プ		1								0		1/10/18		12:27:00		1/10/18		15:07:00		2:40:00		自然災害		雷		落雷による商用電源引込柱のMCCBトリップのため停電、非常用発電機はヒューズ破損のため起動せず電源喪失し停波。				九放第9043号		KKB阿久根DTV				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		商用電源引込柱のMCCB投入により商用電源復旧し、停波回復。		プラン九放第9070号。九放第9264号。九放第9276号。九放第9282号。九放第9286号。九放第9420号。九放第9721号。九放第10074号。九放第10102号。九放第10134号。九放第10135号。九放第10136号。九放第10227号。九放第10229号。九放第10681号。九放第10713号。九放第11303号。		118,001世帯。		共建。		DMBC,DKTS,DKYTと共建
積雪の為、局舎直前より徒歩出向となり中継局への到着が遅延。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		プ		1								0		1/10/18		12:27:00		1/10/18		15:07:00		2:40:00		自然災害		雷						九放第9042号		KYT阿久根DTV（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		現地出向し、MCCB再投入により回復。		九放第11304号。九放第9283号。九放第9277号。九放第9265号。九放第9287号。九放第10717号。九放第10078号。九放第10678号。九放第10140号。九放第10139号。九放第10141号。		102,129世帯。		共建。		積雪のため、現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会						DTV		中		1				○				○		1/22/18		11:11:58		1/22/18		13:30:22		2:18:24		設備故障		自然故障		（原因不明）				九放第11079号		朝地DE(その他局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		予防保全として
被疑部品の修理実施		下位局なし		176世帯。		共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中		2				○				○		2/12/18		17:14:00		2/12/18		19:58:00		2:44:00		設備故障		自然故障						九放第10482号		ＭＢＣ水の久保ＤＴＶ（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		故障部品を修理して回復		下位局なし		84世帯。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		ＦＭきりしま						CFM		C親		2				○				○		2/13/18		6:55:33		2/13/18		7:29:03		0:33:30		設備故障		自然故障		原因不明による送信器切換制御器の誤動作				九放第11358号		霧島局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		送信器切換制御器		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所の切換制御器のALMをリセットしたところ放送が復旧した。				約5万世帯		単独		原因究明の為、送信所にビデオカメラを設置。鳥対策をアンテナに施した。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親		2				○				○		2/25/18		10:05:00		2/25/18		10:19:26		0:14:26		設備故障		ソフトウェア不具合		福岡放送局（上位局）のソフトウェア不具合				九放第8857号		熊本DG（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ソフトウェア不具合		事業者が自ら対応(その他)		別途回線接続により回復		ＮＨＫ熊本ＤＧ 親局 九放第8857号
ＮＨＫ人吉ＤＧ プラン局 九放第8989号
ＮＨＫ水俣ＤＧ プラン局 九放第8991号
ＮＨＫ牛深ＤＧ その他局 九放第9113号
ＮＨＫ南阿蘇ＤＧ プラン局 九放第9150号
ＮＨＫ阿蘇ＤＧ その他局 九放第9158号
ＮＨＫ阿蘇北ＤＧ その他局 九放第9169号
ＮＨＫ肥後小国ＤＧ その他局 九放第9210号
ＮＨＫ清和ＤＧ その他局 九放第9389号
ＮＨＫ三加和ＤＧ その他局 九放第9392号
ＮＨＫ矢部ＤＧ その他局 九放第9393号
ＮＨＫ蘇陽ＤＧ その		1,123,302世帯

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		長崎 ナガサキ		エフエム諫早						CFM		C親		3				○				○		3/5/18		5:03:59		3/5/18		9:29:18		4:25:19		自然災害		雷						九放第8696号		諌早局　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		・ベースバンド分配器
・コンポジット分配器		事業者が自ら対応(系切替)						43,728世帯		単独

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親		2				○				○		2/13/18		13:58:20		2/13/18		13:58:35		0:00:15		その他 タ		人為的な要因		放送番組を管理し自動運行する番組送出装置のプログラム設定ミスにより無音が発生した。				沖放第524号		エフエムみやこ　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		職員が放送モニターで無音に気づき、手動切替し復旧した後、入力設定の変更を行った。		沖放第７９０号　　　　            沖放第７９２号		22，486世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		南笑事						CFM		C親		3				○				○		3/16/18		11:00:00		3/16/18		11:10:00		0:10:00		その他 タ		人為的な要因		番組送出装置のプログラム設定ミスにより無音が発生した。				沖放第７９６号		ハートエフエムなんじょう　演奏所		演奏所		番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		自動放送からスタジオに切り替え、生放送で音楽を放送。		沖放第７９６号         沖放第７９７号         沖放第７９８号        沖放第７９９号						運行表の設定ミスで発生、以後徹底して確認。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		南笑事						CFM		C親		3				○				○		3/29/18		17:45:00		3/29/18		17:48:00		0:03:00		その他 タ		人為的な要因		番組送出装置のプログラム設定ミスにより無音が発生した。				沖放第７９６号		ハートエフエムなんじょう　演奏所 エンソウジョ		演奏所 エンソウジョ		番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音を確認、早急に生放送開始		沖放第７９６号         沖放第７９７号         沖放第７９８号        沖放第７９９号						週１回の変則放送時に発生、以後は全ての曜日を定時に設定し、ミス回避につとめる。



H28年度分より、　
　・停電して非常用発電機が起動するまでの　数秒～十数秒の短い停電(×)
　・フェージング(□)
　・STL/TTL受信アンテナへの着雪（中継局）(△)
は集計対象から外すことにしたため、除外処理用にチェック行を新たに設けた。

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

従来はＬ列に○がついているものを集計対象としていたが、H28年度分よりＬ列に丸がついているデータのうち、Ｍ列にチェックが付いているデータは除外して集計する。

Ｌ列・M列の値から自動計算するので、手入力しないこと。

書き込み禁止に設定したかったが、行のコピー・挿入も出来なくなるため、あきらめた。

報告書未記載の情報をメール等で補完

報告書未記載の情報をメール等で補完

報告書未記載の情報をメール等で補完

空欄だったため親と記載

雷のため自然災害に分類

エをェに修正

06:37:00～06:37:04 0m4S

06:37:12～06:37:15 0m3S

計 7s

17:46:55～17:49:25 2m30s
23:35:15～23:37:25 2m10s

計 4m40sm

降雪による停電のため停電に変更

降雪による停電のため停電に変更

2018/3/1
10:25:00～10:35:00　10m
15:25:00～24:31:00 9h16m

計 8m23s

2017/11/25
8:51:12～8:59:32　8m20s
8:59:48～8:59:51 3s

計 8m23s

メールで補足有り

2018/2/25
9:17:00～10:01:00　44m
13:30:00～15:15:00 1h45m

計 1h45m

2018/2/25
8:32:22～8:39:50 7m28s

2018/2/26
8:16:25～8:26:18 9m53s
8:34:57～8:45:00 10m3s

計 27m24sm

2018/2/25
8:32:22～8:39:50 7m28s

2018/2/26
8:16:25～8:26:18 9m53s
8:34:57～8:45:00 10m3s

計 27m24sm

メールと過去の例をもとに記入

設定に誤りのあった機器を交換したもの

2018/2/11
2:24:39～2:35:48 11m9s
4:2:31～4:28:21 25m50s


計 36m59s

人為的な要因が発生原因で選択されているため、その他に変更

2018/10/27
13:09:28～13:09:32 4s
13:18:33～13:18:37 4s

計 8s

復旧日が翌日になっているが正しいのか。←メールで補足あり修正

ソフトウェア不具合のため設備故障に分類

「他の事業者による要因」を選択した上で、電気通信者の回線障害を選択されていたが、「電気通信事業者の回線障害」を選択

報告書では2017

未選択

未選択

2018/1/15
03:03:44～03:07:16 3m32s
03:21:01～03:22:15 1m14s
03:35:41～03:36:14 33s
03:42:32～03:42:55 23s
03:43:05～03:44:16 1m11s
03:44:26～03:44:41 15s
03:45:59～03:46:12 13s
04:02:02～04:02:30 28s
04:03:09～04:03:24 15s
04:03:40～04:03:53 13s
04:09:11～04:09:32 21s
04:13:22～04:13:38 16s
04:14:29～04:14:42 13s
04:14:53～04:15:08 15s
04:15:21～04:15:31 10s
04:15:42～04:15:53 11s
04:20:16～04:20:34 18s
04:26:48～04:27:05 17s
04:28:38～04:28:49 11s
04:29:21～04:29:33 12s
04:29:56～04:30:05 9s
04:30:23～04:30:36 13s
04:33:52～04:34:02 10s
04:34:16～04:34:28 12s
04:43:11～04:43:24 13s
04:46:49～04:47:04 15s
計 11m53s

その他で原因不明のため、自然故障に変更

規模未記入

2018/1/15
10:25:00～10:25:37 37s
10:30:00～10:30:18 18s
計 55s

近隣の火災の分類をどうするか

その他から回線障害に変更

メールで確認

メールで確認

2018/1/15
3:34:30～3:35:00 30s
3:35:30～3:36:00 30s
計 1m

原因不明のため、自然故障に変更

報告書だと28分←総通局より状況報告優先とメール補足あり

別装置の故障のため、上下で２件

制御関係の誤動作の原因は？

原因不明の故障のため

原因不明のため、自然故障に変更

別装置の故障のため、上下で２件

14:56:04～15:09:32 13m28s
15:30:59～15:31:44 0m45s
17:06:39～17:07:46 1m7s

計 15m20s

13:56:18～14:27:24 31m6s
14:29:35～14:39:51 10m16s
14:44:54～14:46:36 1m42s
14:51:27～14:51:30 0m3s
14:56:45～15:00:33 3m48s
15:36:12～15:42:18 6m6s

計 53m1s

13:56:18～14:27:24 31m6s
18:51:39～19:28:56 37m17s
19:33:17～19:40:54 7m37s

計 44m54s

1:03:09～1:03:16 7s
1:04:59～1:05:05 6s
1:06:12～1:12:45 6m33s

計 6m46s

メールにて修正

メールにて修正

2018/3/16
10:17:00～10:17:02 2s
10:17:16～10:17:17 1s

計 36m59s

親に修正（中継局だと重大事故にならない）

親に修正（中継局だと重大事故にならない）



28　集計用

		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ				メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		除外
(瞬停、着雪) ジョガイシュンテイチャクセツ		最終集計対象 サイシュウシュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ

				北海道 ホッカイドウ

				東北 トウホク												ワイド																																												電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ

				関東 カントウ												DTV																																												事業者が自ら対応（ソフトウエア修正） シュウセイ

				信越 シンエツ												FM																																												事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

				東海 トウカイ												CFM																								設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ																		事業者が自ら対応（その他） タ

				北陸 ホクリク												幹 ミキ		C親 オヤ										0												自然災害 シゼンサイガイ		ソフトウェア不具合																		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

				近畿 キンキ												FCM		親 オヤ																						回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） セツビサイキドウ

				中国 チュウゴク												R		プ																						停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応（自然復旧） シゼンフッキュウ

				四国 シコク												般 ハン		中 チュウ						○		×		○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応(系切替)

				九州 キュウシュウ												MM										□																人為的な要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応（ハードウェア修復）

				沖縄 オキナワ												短 タン										△																												番組送出設備						他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ

				本省 ホンショウ						BS-TBS						幹 カン				4				○				○		4/30/16		19:20:30		4/30/16		19:20:31		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		映像ブロックノイズ、音声断が発生。フレーム同期発生器からの同期信号の一瞬の偶発的な乱れが原因と考えられる。										番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)		フレーム同期発生器		事業者が自ら対応(自然復旧)

				本省 ホンショウ						BS-TBS						幹 カン				7				○				○		7/30/16		3:41:42		7/30/16		3:41:48		0:00:06		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		深夜の休止時間帯において、誤った速報を送出した。テロップ送出端末の誤操作が原因。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		テロップ送出機		事業者が自ら対応(その他)

				本省 ホンショウ						SCサテライト						幹 カン				8				○				○		8/1/16		14:04:53		8/1/16		14:04:59		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		エンコーダ設備を予備系統へ切替え								#055 ショップチャンネル

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8				○				○		8/2/16		10:51:30		8/2/16		11:00:30		0:09:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雨 コウウ		降雨によるアップリンク電波の減衰										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				9				○				○		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch,13ch,19ch,21ch,23ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。		なし						回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						IMAGICAティーヴィ						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch,13ch,19ch,21ch,23ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						グリーンチャンネル						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch,13ch,19ch,21ch,23ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						ジェイスポーツ						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch,13ch,19ch,21ch,23ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。対象番組：  J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 3、J SPORTS 4

				本省 ホンショウ						釣りビジョン ツ						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch,13ch,19ch,21ch,23ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。		なし						回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						BSジャパン						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号		BS3ch				地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						WOWOW						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断				関宇第521号、第525号						地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		BSAT 渋谷～菖蒲副局間KDDI光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								瞬断後、回復。当社設備外にて発生した障害。 シュンダンゴ

				本省 ホンショウ						日本映画放送 ニホンエイガホウソウ						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統自動切替。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

				本省 ホンショウ						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 カン				9								0		9/5/16		12:03:04		9/5/16		12:03:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		地球局間光回線瞬断										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		地球局間光回線		他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者の監視装置にて回線エラー検知。回線系統が自動に切替ることによって復旧。								回線のエラーは瞬時に回復、その後再発はなく安定。

																												0

				本省 ホンショウ		注 チュウ				放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				9				○				○		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:04:33		0:08:34		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号		BS3ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。		なし						BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:05:26		0:06:48		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号		BS21ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。		なし						BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:06:23		0:07:45		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号		BS23ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。		なし						BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						放送衛星システム ホウソウエイセイ						幹 カン				9								0		9/15/16		10:00:00		9/15/16		10:07:12		0:07:12		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第553号		BS17ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。		なし						BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						IMAGICAティーヴィ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:05:26		0:06:48		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号		BS3ch,17ch,21ch,23ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						ジェイスポーツ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:05:26		0:06:48		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号		BS21ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。対象番組：  J SPORTS 3、J SPORTS 4

				本省 ホンショウ						釣りビジョン ツ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:06:23		0:07:45		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号		BS3ch,17ch,21ch,23ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						幹 カン				9								0		9/15/16		10:00:00		9/15/16		10:07:12		0:07:12		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号		BS17ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						BSジャパン						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:04:33		0:05:55		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号		BS3ch				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						WOWOW						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:04:33		0:05:55		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ				関宇第521号、第525号、第553号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT社にてBSAT-3ｃ衛星への切替により、放送復旧								当社設備外にて発生した障害

				本省 ホンショウ						日本映画放送 ニホンエイガホウソウ						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:06:23		0:07:45		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替をch毎に実施。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

				本省 ホンショウ						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 カン				9								0		9/15/16		9:58:38		9/15/16		10:06:23		0:07:45		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		衛星（BSAT-3b）の姿勢異常 イジョウ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ		姿勢検出系		事業者が自ら対応(系切替)		BSAT-3bの姿勢異常により放送断。BSAT-3cへの切替を実施することによって復旧。								BSAT-3cへの切替後、BSAT-3bの姿勢回復措置を行い、同日20:14:54に姿勢回復。

																												0										0:00:00

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 カン				9				○				○		9/18/16		20:05:00		9/18/16		21:48:21		1:43:21		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		第１・第２音声に時折ノイズ（プツプツ音）が混ざる。 ダイダイオンセイトキオリオトマ				BS第90号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		フレームシンクロナイザー基板の不具合 キバン		事業者が自ら対応(系切替)		業務委託先（スカパーJSAT）にて番組送出設備を予備系に切替えて復旧。故障したフレームシンクロナイザーについては基盤交換を実施し障害解消。

				本省 ホンショウ						スターチャンネル						幹 カン				9				○				○		9/30/16		9:45:30		9/30/16		9:57:30		0:12:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音声で一部乱れが発生（ノイズの混入）										番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)										視聴者からの問い合わせ１件 シチョウシャトアケン

																												0										0:00:00

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				5				○				○		5/25/16		22:44:03		5/25/16		22:48:22		0:04:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		変調装置 ヘンチョウソウチ		事業者が自ら対応(系切替)		22:44 映像、音声の断続的な異常を認知。変調装置を予備系統へ切替え。								#614 フジテレビＯＮＥ、#652 FOXクラシック、#670 アニマックス HD、#681 ＪＬＣ６８１ＨＤ、#959 エンタ！９５９

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				5				○				○		5/25/16		23:54:24		5/26/16		0:00:52		0:06:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		周波数変換装置		事業者が自ら対応(系切替)		23:54 映像、音声の断続的な異常を認知。変調装置を予備系統へ切替え。								#614 フジテレビＯＮＥ、#652 FOXクラシック、#670 アニマックス HD、#681 ＪＬＣ６８１ＨＤ、#959 エンタ！９５９

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				6				○				○		6/25/16		5:10:04		6/25/16		5:13:29		0:01:58		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				7				○				○		7/4/16		17:12:22		7/4/16		17:29:31		0:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○				○		7/14/16		18:40:52		7/14/16		18:46:09		0:05:17		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○				○		7/15/16		13:30:29		7/15/16		13:31:19		0:00:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○				○		7/19/16		0:04:39		7/19/16		0:07:26		0:02:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						USEN						般 ハン				8				○				○		8/1/16		13:03:00		8/1/16		13:06:00		0:03:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		悪天候による衛星切り替わり時に衛星切替ソフトウェアの一部処理に異常が発生										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル無音

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○				○		8/2/16		2:45:06		8/2/16		3:16:54		0:31:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				8				○				○		8/2/16		10:46:15		8/2/16		10:48:44		0:02:29		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		降雨 コウウ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		10:46:15 地球局周辺の豪雨発生。10:48:44 自然復旧								全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				8				○				○		8/18/16		5:27:30		8/18/16		16:53:08		0:14:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○				○		8/20/16		13:53:05		8/20/16		14:01:47		0:08:42		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				8				○				○		8/22/16		8:27:56		8/22/16		10:09:00		0:33:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9				○				○		9/8/16		14:12:50		9/8/16		14:13:26		0:00:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9				○				○		9/13/16		9:39:49		9/13/16		9:40:15		0:00:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				9				○				○		9/30/16		9:45:30		9/30/16		9:57:55		0:12:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)										#625 スターチャンネル1、#626 スターチャンネル2、#627 スターチャンネル3　　　視聴者からの問い合わせ：1件

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		6				○		×		0		6/9/16		10:34:31		6/9/16		10:34:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						×		0		6/9/16		10:34:31		6/9/16		10:34:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						×		0		6/9/16		10:34:31		6/9/16		10:34:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		プ		6						×		0		6/9/16		10:34:31		6/9/16		10:34:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4287号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備電源（EG）により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6						×		0		6/9/16		10:34:31		6/9/16		10:34:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		6				○		×		0		6/25/16		12:50:17		6/25/16		12:50:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						×		0		6/25/16		12:50:17		6/25/16		12:50:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						×		0		6/25/16		12:50:17		6/25/16		12:50:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		プ		6						×		0		6/25/16		12:50:17		6/25/16		12:50:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4287号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備電源（EG）により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6						×		0		6/25/16		12:50:17		6/25/16		12:50:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		8				○		×		0		8/30/16		20:44:17		8/30/16		20:44:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		20:44:17		8/30/16		20:44:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		20:44:17		8/30/16		20:44:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		20:44:17		8/30/16		20:44:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4287号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備電源（EG）により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		20:44:17		8/30/16		20:44:27		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		8				○		×		0		8/30/16		21:13:25		8/30/16		21:13:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		21:13:25		8/30/16		21:13:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		21:13:25		8/30/16		21:13:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		21:13:25		8/30/16		21:13:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4287号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		予備電源（EG）により復旧。				4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		8						×		0		8/30/16		21:13:25		8/30/16		21:13:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		18:25:00		9/1/16		13:00:00		18:35:00		停電 テイデン		その他 タ		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4657号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯発電機で救済し復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		18:25:00		9/1/16		13:00:00		18:35:00		停電 テイデン		その他 タ		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4658号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯発電機で救済し復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		18:25:00		9/1/16		13:00:00		18:35:00		停電 テイデン		その他 タ		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4659号		幾寅局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯発電機で救済し復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		18:25:00		9/1/16		13:00:00		18:35:00		停電 テイデン		停電 テイデン		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4660号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯発電機で救済し復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		18:25:00		9/1/16		13:00:00		18:35:00		停電 テイデン		その他 タ		北電事故停電後、バッテリー放電終止となり停波。				北放第4915号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯発電機で救済し復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/2/16		5:30:00		9/2/16		6:05:00		0:35:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、並列運転のうち1台の発電機が故障したため。				北放第4657号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		故障発電機を切り離し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		5:30:00		9/2/16		6:05:00		0:35:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、並列運転のうち1台の発電機が故障したため。				北放第4658号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		故障発電機を切り離し電力供給して復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		5:30:00		9/2/16		6:05:00		0:35:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、並列運転のうち1台の発電機が故障したため。				北放第4659号		幾寅局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		故障発電機を切り離し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		5:30:00		9/2/16		6:05:00		0:35:00		停電 テイデン		停電 テイデン		災害停電による仮設発電機運用中、並列運転のうち1台の発電機が故障したため。				北放第4660号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		故障発電機を切り離し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		5:30:00		9/2/16		6:05:00		0:35:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、並列運転のうち1台の発電機が故障したため。				北放第4915号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		故障発電機を切り離し電力供給して復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/2/16		11:10:00		9/2/16		11:15:00		0:05:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、発電機が長時間運転保護で停止したため。				北放第4657号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を再始動し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		11:10:00		9/2/16		11:15:00		0:05:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、発電機が長時間運転保護で停止したため。				北放第4658号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を再始動し電力供給して復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		11:10:00		9/2/16		11:15:00		0:05:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、発電機が長時間運転保護で停止したため。				北放第4659号		幾寅局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を再始動し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		11:10:00		9/2/16		11:15:00		0:05:00		停電 テイデン		停電 テイデン		災害停電による仮設発電機運用中、発電機が長時間運転保護で停止したため。				北放第4660号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を再始動し電力供給して復旧。				886世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		9								0		9/2/16		11:10:00		9/2/16		11:15:00		0:05:00		停電 テイデン		その他 タ		災害停電による仮設発電機運用中、発電機が長時間運転保護で停止したため。				北放第4915号		幾寅DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を再始動し電力供給して復旧。		なし		886世帯		共建		故障した設備は無し。

																												0										0:00:00

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		4				○		×		0		4/17/16		19:06:40		4/17/16		19:06:50		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第55号		松前R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		6211世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		5				○		×		0		5/31/16		13:54:40		5/31/16		13:54:50		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第54号		中頓別R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		3,705世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		5				○		×		0		5/31/16		13:54:40		5/31/16		13:54:50		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第133号		中頓別R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		2,694世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		5				○		×		0		5/31/16		13:54:40		5/31/16		13:54:50		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号。北放第386号。北放第733号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		5						×		0		5/31/16		13:54:40		5/31/16		13:54:50		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		6				○		×		0		6/1/16		16:36:03		6/1/16		16:36:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第34号		留萌R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		15,533世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		6				○		×		0		6/1/16		16:36:03		6/1/16		16:36:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第35号		留萌R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		15,458世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		7				○		×		0		7/10/16		14:25:53		7/10/16		14:26:03		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第58号		広尾R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		3,659世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		8				○		×		0		8/8/16		15:58:21		8/8/16		15:58:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第54号		中頓別R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		3,705世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		8				○		×		0		8/8/16		15:58:21		8/8/16		15:58:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第133号		中頓別R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		2,694世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		8				○		×		0		8/8/16		15:58:25		8/8/16		15:58:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号。北放第386号。北放第733号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8						×		0		8/8/16		15:58:25		8/8/16		15:58:35		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		8				○				○		8/17/16		21:04:08		8/17/16		21:57:36		0:53:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、送信給電線が破断				北放第24号		釧路R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、破断箇所を接続して復旧。		なし		205,593世帯 セタイ		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		8				○				○		8/17/16		21:04:08		8/17/16		22:01:14		0:57:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、送信給電線が破断				北放第25号		釧路R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、破断箇所を接続して復旧。		なし		142,720世帯 セタイ		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		4				○				○		4/3/16		11:14:45		4/3/16		11:14:53		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第11号		釧路ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				134,261世帯		共建		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		4				○				○		4/3/16		11:14:45		4/3/16		11:14:53		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波（蓄電池なし）。				北放第690号		STV釧路				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧				約17万世帯		単独 タンドク

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		6				○		×		0		6/19/16		1:07:08		6/19/16		1:07:15		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				20,542世帯		共建		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		6						×		0		6/19/16		1:07:08		6/19/16		1:07:15		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波（蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別放送				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧				約2万世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		親 オヤ		6				○				○		6/19/16		20:00:03		6/19/16		20:11:23		0:11:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		北電による停波（蓄電池なし）。				北放第80号		STV札幌				放送局の送信設備		番組送出設備(その他)		HUB		事業者が自ら対応(その他)		ｻｳﾝﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸで使用していたHUBを交換し復帰させた。		北放第　　99号、北放第　 100号、北放第 　101号、放第第 　688号、北放第　 689号、北放第 　690号、北放第　 691号、北放第   692号、北放第　1435号、北放第  1466号、北放第  1467号、北放第　1706号　、北放第　2502号、北放第  2503号、北放第  2616号、北放第　3241号。		約241万世帯		単独 タンドク

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		8				○		×		0		8/17/16		18:24:36		8/17/16		18:24:45		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第14号		帯広ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。				151,598世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		8				○				○		8/31/16		12:07:53		8/31/16		13:41:28		1:33:35		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		通信事業者の回線が全て断となる。				北放第101号		STV帯広				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		携帯電話によりﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを送り復旧させた。		北放第　　99号、北放第　 100号、北放第 　101号、放第第 　688号、北放第　 689号、北放第 　690号、北放第　 691号、北放第   692号、北放第　1435号、北放第  1466号、北放第  1467号、北放第　1706号　、北放第　2502号、北放第  2503号、北放第  2616号、北放第　3241号。		約15万世帯		単独 タンドク		台風10号による障害

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		7				○				○		7/15/16		13:45:35		7/15/16		13:45:49		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第2547号		室蘭局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		洞爺局 北放第3641号		118,006世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		8				○				○		8/30/16		21:25:37		8/30/16		22:18:01		0:00:30		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第2547号		室蘭局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		洞爺局 北放第3641号		118,006世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		9:44:04		8/31/16		9:49:56		0:01:07		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第2547号		室蘭局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		洞爺局 北放第3641号		118,006世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/3/16		21:11:52		9/3/16		21:18:04		0:06:12		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						北放第2549号		旭川超短波放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系（ISDN回線）に切り替える。				約171,167世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/3/16		21:11:52		9/3/16		21:18:04		0:06:12		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						北放第2550号		函館超短波放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系（ISDN回線）に切り替える。				約156,730世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		9				○				○		9/3/16		21:11:52		9/3/16		21:18:04		0:06:12		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						北放第2563号		帯広超短波放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系（ISDN回線）に切り替える。				約129,412世帯		共建

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中 チュウ		8				○				○		8/30/16		20:28:00		8/31/16		15:30:00		19:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風10号による倒木でNTT側中継回線設備に障害が発生し無変調。				北放第3682号 ダイ		はこだてFM日浦中継				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT現地出向による回線振替作業実施後に放送再開。		なし		890世帯		単独 タンドク		自局設備に不具合無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		5:00:00		8/31/16		11:30:00		6:30:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		台風10号による送信所周辺の停電が長期化したことでUPSバッテリーが枯渇し停波。				北放第3681号		はこだてFM南茅部中継				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電による停電復旧後に放送再開。		なし		1,218世帯		単独 タンドク		天候回復後、発電機持参で停電復旧のため現地出向準備中に復電となった。自局設備に不具合無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/25/16		9:00:00		6/25/16		9:38:00		0:38:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						北放第2593号		FM WING 親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)						約9万世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/12/16		6:30:00		4/12/16		7:37:00		1:07:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		停電による（6：30覚知）。北電からの電源を室内で受ける「屋内配線用差込形電線コネクタ」が、海霧などによりコネクター金属接触部の酸化などの経年劣化によって接触不良が発生。接触抵抗増加により接触部が発熱、部分焼損したと思われる。				北放第3887号		ＦＭびゅー親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		新品コネクタへの取り替え及び、リングスリーブによる圧着＋絶縁テープ処理により湿分侵入防止加工。工事までは発電機により電源供給、10:00に商用電源復旧。				56,641世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		特定非営利活動法人だて観光協会						CFM		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		3:38:00		8/31/16		7:00:00		3:22:00		停電 テイデン		強風 キョウフウ		台風直撃により、携帯網通信手段途絶、商用電源停電とＵＰＳ枯渇により停波。伊達方面からの道路寸断及び大滝区全域停電の状況に加え、現地における暴風雨、倒木、通信の途絶によって、発電機の接続ができなかった。				北放第5050号		wi-radio大滝中継				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		7時00分に発電機を接続し、放送再開。商用電源が復旧する1日19時20分まで、発電機による運用を継続した。				668世帯

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:26		65:02:10		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号により当該局と共に上位局も長時間停電となり、蓄電池が枯渇した。				東放第7962号		岩泉小川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				他事業者(電気事業者)にて対応		当該局、上位局(毛無森FX)ともに出向路崩壊により出向困難となる。電力が復電し復旧となった。		なし		653世帯		共建		台風１０号の影響による被害が甚大で停電が長期間となり、さらに出向路崩壊により出向困難となった。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:26		65:02:10		停電 テイデン		その他の自然災害		上位局（毛無森FX）停電、台風による倒木・土砂崩れでの停電				東放第7963号		岩泉小川局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		携帯EGで復旧を試みるも、出向路崩壊で即時対応できず。その間に、復電による自然復旧		なし		653世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:26		65:02:10		停電 テイデン		その他の自然災害		台風10号による長時間停電での当該局及び上位局の予備電源枯渇				東放第7964号		MIT岩泉小川DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気事業者)にて対応		岩泉小川DTV,毛無森FXともに出向路崩壊のため、出向困難となる。商用電源が復電し復旧		なし		653世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:26		65:02:10		停電 テイデン		その他の自然災害		台風が原因による、上位局(毛無森FX)の停電				東放第7965号		IAT岩泉小川DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		当該局および上位局(毛無森FX)、ともに出向路崩壊により出向困難となり、電力事業者の復電により復旧となった。		なし		653世帯		共建

																												0

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号により長時間停電となり蓄電池が枯渇				東放第8382号		岩泉小成局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		38世帯		共建		台風１０号の影響による被害が甚大で停電が長時間となった。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		その他の自然災害		台風による倒木・土砂崩れでの停電				東放第8383号		岩泉小成局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		38世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		その他の自然災害		台風10号による長時間停電での当該局の予備電源枯渇				東放第8384号		MIT岩泉小成DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		38世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		その他の自然災害		台風が原因による停電				東放第8385号		IAT岩泉小成DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		38世帯		共建

																												0

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号により長時間停電となり蓄電池が枯渇				東放第8216号		岩泉惣畑局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		859世帯		共建		台風１０号の影響による被害が甚大で停電が長時間となった。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		その他の自然災害		台風による倒木・土砂崩れでの停電				東放第8217号		岩泉惣畑局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		859世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		その他の自然災害		台風10号による長時間停電での当該局の予備電源枯渇				東放第8218号		MIT岩泉惣畑DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		859世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		その他の自然災害		台風が原因による停電				東放第8219号		IAT岩泉惣畑DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		859世帯		共建

																												0

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号により長時間停電となり蓄電池が枯渇				東放第8220号		岩泉中島局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		78世帯		共建		台風１０号の影響による被害が甚大で停電が長時間となった。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		その他の自然災害		台風による倒木・土砂崩れでの停電				東放第8221号		岩泉中島局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		78世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		その他の自然災害		台風10号による長時間停電での当該局の予備電源枯渇				東放第8222号		MIT岩泉中島DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		78世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		8								0		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		その他の自然災害		台風が原因による停電				東放第8223号		IAT岩泉中島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		78世帯		共建

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				岩手 イワテ		エフエム岩手						FM		中 チュウ		8				○				○		8/31/16		1:30:00		8/31/16		4:00:00		2:30:00		停電 テイデン		その他の自然災害		台風10号に伴う停電、停電発生30日17時30分頃、復電31日17時35分				東放第3350号		FMI宮古FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動を8時間とみて30日21時頃から移動発電機対応の行動をとったが、沿岸部に向かう道路の寸断が多発、大船渡経由で宮古に向かったが登坂道路到着の31日2時頃には、すでに停波状態。登坂道路でも土砂崩れが多発しており、さらに徒歩登頂で１時間、作業開始が3時頃。以降、仮設エンジンの補給作業を継続、継続体制も整え対応。31日17時35分に復電。		東放第8770号（FMI岩泉FM　中継局）		20,736世帯 セタイ

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						DTV		中 チュウ		9				○				○		9/5/16		4:58:21		9/5/16		5:49:02		0:50:41		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		OFDM変調器の故障				東放第7223号		寒風山DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地に出向し、予備ユニットに交換し、復旧。		なし		18,491世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田朝日放送						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/25/16		17:00:00		6/25/16		17:10:00		0:10:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		原因はマスターのVTRスタンバイミス。				東放第6707号		AAB秋田DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		複数ロールがある番組で、ロールが差し替わった時点で復旧した。		AAB秋田DTV、AAB大曲DTV AAB大館DTV AAB能代DTVAAB鷹巣DTV AAB花輪DTV AAB湯沢DTV AAB本荘DTV AAB東成瀬DTV AAB大森DTV AAB森吉合川DTV AAB八森DTV AAB阿仁DTV AAB森吉DTV AAB二ﾂ井DTVAAB矢島鳥海DTVAAB山内DTVAAB十二所DTVAAB五城目DTVAAB戸賀DTVAAB角館DTVAAB西木DTVAAB田沢湖DTVAAB湯沢東DTVAAB本荘西目DTVAAB象潟DTVAAB横堀秋ﾉ宮DTVAAB雄物川大沢DTV

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送						DTV		中 チュウ		6				○				○		6/25/16		17:52:34		6/25/16		23:35:07		5:42:33		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		動物による光ケーブル切断				東放第7900号		尾花沢牛房野局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて検知。緊急出向し、原因確認後、専門業者を呼び仮復旧。後日、本修理。				59世帯		共建		YTS、TUY共建。鉄柵の設置を決定し、2016年中に完成予定。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		6								0		6/25/16		17:52:34		6/25/16		23:35:07		5:42:33		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		動物による光ケーブル切断				東放第7900号		尾花沢牛房野局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて検知。緊急出向し、原因確認後、専門業者を呼び仮復旧。後日、本修理。				59世帯		共建		YBC、TUY共建。鉄柵の設置を決定し、2016年中に完成予定。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		6								0		6/25/16		17:52:34		6/25/16		23:35:07		5:42:33		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		動物による光ケーブル切断				東放第7902号		尾花沢牛房野局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて検知。緊急出向し、原因確認後、専門業者を呼び仮復旧。後日、本修理。				59世帯		共建		YBC、YTS共建。鉄柵の設置を決定し、2016年中に完成予定。

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		5				○		□		0		5/28/16		7:58:58		5/28/16		7:59:01		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		フェージングによる				東放第7059号		蔵王温泉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＴＴＬ設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						346世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		8				○		□		0		8/6/16		1:39:37		8/6/16		1:39:42		0:00:05		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		フェージングによる				東放第7059号		蔵王温泉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＴＴＬ設備		事業者が自ら対応(自然復旧)						346世帯		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		中 チュウ		6				○				○		6/12/16		21:25:00		6/12/16		23:11:00		1:46:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信変換部の故障				東放第6820号		飯舘				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)				東放第6913号、東放第8611号		47696世帯

																												0										0:00:00

				東北 トウホク		累 ルイ		秋田 アキタ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		5								0		5/23/16		4:00:44		5/23/16		7:26:56		0:01:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		仙台放送局の放送設備（運行装置）のうち、仙台から東北各放送局に送る系統の障害
 センダイ				東放第6647号		秋田ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		仙台開会館の域内送り入出力切替盤		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル交換で復旧		秋田ＤＧ下位局		414683世帯

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		5								0		5/23/16		4:00:44		5/23/16		7:26:10		0:01:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		仙台放送局の放送設備（運行装置）のうち、仙台から東北各放送局に送る系統の障害
 センダイ				東放第6649号		山形ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		仙台開会館の域内送り入出力切替盤		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル交換で復旧		山形ＤＧ下位局		442262世帯

				東北 トウホク		累 ルイ		福島 フクシマ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		5								0		5/23/16		4:00:44		5/23/16		7:27:36		0:03:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		仙台放送局の放送設備（運行装置）のうち、仙台から東北各放送局に送る系統の障害
 センダイ				東放第6653号		福島ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		仙台開会館の域内送り入出力切替盤		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル交換で復旧		福島ＤＧ下位局		760630世帯

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		5								0		5/23/16		4:00:44		5/23/16		7:27:20		0:02:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		仙台放送局の放送設備（運行装置）のうち、仙台から東北各放送局に送る系統の障害
 センダイ				東放第6651号		盛岡ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		仙台開会館の域内送り入出力切替盤		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル交換で復旧		盛岡ＤＧ下位局		583907世帯

				東北 トウホク		累 ルイ		青森 アオモリ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/23/16		4:00:44		5/23/16		7:27:05		0:04:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		仙台放送局の放送設備（運行装置）のうち、仙台から東北各放送局に送る系統の障害
 センダイ				東放第6655号		青森ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		仙台開会館の域内送り入出力切替盤		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル交換で復旧		青森ＤＧ下位局		538120世帯

				東北 トウホク				青森 アオモリ		日本放送協会						DTV		プ		6				○				○		6/15/16		8:50:00		6/15/16		9:47:00		0:57:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6786号		八戸ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		号機切替・ユニット交換で回復		東十和田ＤＥ、八戸南郷ＤＥ、道仏ＤＥ、七戸ＤＥ		174,758世帯 セタイ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:26		65:02:10		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉小川DG				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気事業者)にて対応		電力回復（東北電力電源車）		なし		653世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8								0		8/31/16		2:04:16		9/2/16		19:06:29		65:02:13		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉小川DE				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気事業者)にて対応		電力回復（東北電力電源車）		なし		653世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉惣畑DG				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		973世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8								0		8/31/16		6:59:22		8/31/16		14:22:16		7:22:54		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉惣畑DＥ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		973世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉中島DG				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		78世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8								0		8/31/16		7:30:38		8/31/16		12:46:46		5:16:08		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉中島DＥ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		78世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉小成DG				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		41世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		8								0		8/31/16		7:00:46		8/31/16		12:02:32		5:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１０号による停電（蓄電池枯渇）						岩泉小成DＥ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		簡易EGによる電源確保		なし		41世帯		共建

																												0										0:00:00

				東北 トウホク		重 ジュウ		宮城 ミヤギ		仙台シティエフエム						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/14/16		0:33:00		6/14/16		7:10:00		6:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		新機材（コーデック）の初期不良。深夜にコーデックがダウンして音声が途切れたが、朝6時過ぎに社員が出社するまで事故に気付かなかった。 シンヤオンセイトギアサジスシャインシュッシャジコキヅ				東放5797号		仙台シティエフエム　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				なし		86,917世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/11/16		7:53:00		4/11/16		8:20:00		0:27:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6131号		石巻コミュニティ放送株式会社親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		担当者からの連絡を受けて設置業者に電話連絡し、予備機に交換		東放第8767～8769号		約55000世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/2/16		7:00:00		4/2/16		7:28:00		0:28:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動送出装置（APS）の設定ミス。3月まで番組枠だった上記時間の設定が変更されておらず、無音のソースを選択されたことにより発生した。操作の分かるスタッフがおらず、すぐには設定を変更できなかった。				東放第6160号		ラヂオもりおか　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		ソフトウェアの設定を修正変更		東放第6160号		16万世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/6/16		12:12:20		7/6/16		12:32:15		0:19:55		停電 テイデン		停電 テイデン		11時10分に送信所地域の停電が発生。送信所内のUPSにより1時間程度放送は継続したが、その後UPSの容量切れにより停波。				東放第6160号		ラヂオもりおか　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)		東北電力による復旧作業で約20分後回復。		東放第6160号		16万世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク		重 ジュウ		秋田 アキタ		エフエムゆーとぴあ						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/11/16		4:53:00		7/11/16		7:23:00		2:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		漏電ブレーカーが作動、停電状態を検知して発電機が作動するが、電力供給されず。 ロウデンサドウテイデンジョウタイケンチハツデンキサドウデンリョクキョウキュウ				東放第6512号		エフエムゆーとぴあ　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		ブレーカーを再起動させ電源を復旧させた				約16,000世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		奥州エフエム放送						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/28/16		10:29:36		5/28/16		10:50:27		0:20:51		停電 テイデン		停電 テイデン		公開生放送時、演奏所への中継回線（移動局）の電源供給元がダウンした。				東放第6808号		おうしゅうエフエムほうそう				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		モニターチェックにて異常検知。現地にて別系統から電源供給。				約44,980世帯		共建

				東北 トウホク				岩手 イワテ		えふえむ花巻						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/4/16		16:58:12		8/4/16		17:20:40		0:22:28		その他 タ		他の事業者による要因		Ｊｱﾗｰﾄ割込装置の操作ミス				東放送第8012号		エフエムはなまき。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		Ｊアラート情報を発信する花巻市の設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		花巻市からの指摘により状況把握した他事業者が、割込みを解除した。		東放第8102号。東放第8103号。東放第8104号。東放第8377号。東放第8428号。東放第8429号。東放第8430号。東放第8431号		14550世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		5				○				○		5/23/16		13:15:00		5/23/16		15:10:00		1:55:00		その他 タ		他の事業者による要因		電力増幅器が寒冷地仕様のものであり、高温に耐えられなかった。				東放第8727号		花泉中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		電力増幅器		他事業者(電気通信事業者)にて対応		後日、送信所及び全ての中継局に新たに換気扇を設置した。				8,124世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		8				○				○		8/1/16		11:30:00		8/1/16		17:15:00		5:45:00		その他 タ		他の事業者による要因		5月23日と同様の障害				東放第8727号		花泉中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		電力増幅器		他事業者(電気通信事業者)にて対応		代替機と交換。（現在は、正規の機器で稼動）				8,124世帯		単独 タンドク

																												0										0:00:00

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/23/16		3:45:00		5/23/16		5:01:12		1:16:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上局(妙義)のTTL送信ユニットの障害				関放第8811号		横河ＤＧ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				無 ナシ		792世帯

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/23/16		13:55:28		5/23/16		17:58:00		4:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信ユニットの障害				関放第9800号		鴨川宮ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				無 ナシ		308世帯

				関東 カントウ		累 ルイ		山梨 ヤマナシ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		6				○				○		6/17/16		12:01:19		6/17/16		12:05:45		0:04:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第9060号		白州横手ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		放送終了後に予備品と交換		無 ナシ		418世帯

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		7				○				○		7/4/16		17:17:08		7/4/16		17:17:27		0:00:19		回線障害 カイセンショウガイ		その他		降雨減衰				関放第8036号		小田原ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)				南足柄DE（関放第8256号）、湯河原DE（関放第8296号）、鎌倉DE（関放第9399号）、戸塚DE（関放第9424号）、秦野DE（関放第8970号）、山北DE（関放第8622号）、逗子DE（関放第8846号）、城ヶ島DE(関放第9255号)、伊豆大島DE（関放第8408号）、波浮DE（関放第9247号）、新島DE（関放第8400号）、新島本村DE（関放第8780号）、三宅DE（関放第9117号）、八丈DE（関放第8536号）、八丈末吉DE（関放第9226号）、八丈洞輪沢DE（関放第9218号）		354,638世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						FM		親 オヤ		5				○		×		0		5/22/16		10:45:24		5/22/16		10:45:33		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン		商用受電断				関放第254号		宇都宮ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発正常起動により回復		塩原ＦＭ　関放第467号、今市ＦＭ　関放第1013号、足尾ＦＭ　関放第622号、葛生ＦＭ　関放第359号、足利ＦＭ　関放第360号		779,296世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		5						×		0		5/22/16		10:45:24		5/22/16		10:45:33		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5720号		VICS宇都宮。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				関放第5722号。関放第5723号。関放第5724号。関放第5725号。関放第5726号。		779,296世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						FM		中 ナカ		6				○		×		0		6/29/16		2:53:50		6/29/16		2:53:56		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の事故停電				関放第207号		身延ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発起動により回復		無 ナシ		8，790世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		6						×		0		6/29/16		2:53:50		6/29/16		2:53:56		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						開放第5728号		VICS身延。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				無 ナシ		8，790世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		親 オヤ		7				○				○		7/13/16		13:39:45		7/13/16		13:39:47		0:00:02		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		FM放送機の保守（1号系保守）において、作業手順のミスにより現用側送信機（2号）を停波させた。				関放第201号		東京（ｽｶｲﾂﾘｰ)ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		接続を元に戻し復旧。		新島FM　関放第228号。八丈FM　関放第322号		11,529,280世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		7								0		7/13/16		13:39:45		7/13/16		13:39:47		0:00:02		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						開放第3884号		VICS東京。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				開放第3888号、開放第3889号		11,529,280世帯

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		日本放送協会						FM		親 オヤ		8				○		×		0		8/18/16		14:15:34		8/18/16		14:15:42		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		雷による電力会社設備障害による停電				関放第253号		水戸・水戸ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発正常起動により回復		水戸・日立　関放第252号、水戸・北茨城　関放第300号、水戸・大子　関放第351号		1,395,558世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		中 ナカ		8				○		×		0		8/23/16		4:33:22		8/23/16		4:33:31		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の事故停電				関放第322号		東京・八丈ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発正常起動により回復		無 ナシ		4,049世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		8						×		0		8/23/16		4:33:22		8/23/16		4:33:31		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						開放第3889号		VICS八丈。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				無 ナシ		4,049世帯

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		日本放送協会						FM		親 オヤ		8				○		×		0		8/25/16		19:48:40		8/25/16		19:48:48		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				関放第253号		水戸・水戸ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発正常起動により回復		水戸・日立　関放第252号、水戸・北茨城　関放第300号、水戸・大子　関放第351号		1,395,558世帯

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		8						×		0		8/25/16		19:48:40		8/25/16		19:48:48		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						開放第5714号		VICS水戸。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				開放第5715号、開放第5716号、開放第5717号		1,395,558世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						FM		中 ナカ		9				○		×		0		9/8/16		9:24:37		9/8/16		9:24:42		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第207号		身延ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				無 ナシ		8，790世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		9						×		0		9/8/16		9:24:37		9/8/16		9:24:42		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						開放第5728号		VICS身延。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				無 ナシ		8，790世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		中 ナカ		9				○		×		0		9/22/16		11:00:13		9/22/16		11:00:20		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の事故停電（落雷による）				関放第322号		東京・八丈ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		自家発正常起動により回復		無 ナシ		4,049世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		9						×		0		9/22/16		11:00:13		9/22/16		11:00:20		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の事故停電（落雷による）				開放第3889号		VICS八丈。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				無 ナシ		4,049世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/26/16		23:50:28		6/26/16		23:50:29		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		サージプロテクターの動作				関放第8号		NHKとうきょうだいにほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		21,044,401世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						R		親 オヤ		8				○				○		8/3/16		16:35:50		8/3/16		16:35:51		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		東京電力の高圧送電線へ落雷したことによる東京電力の事故停電				関放第7号		NHKとうきょうだいいちほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		予備放送所が自動起動し復旧		無 ナシ		21,428,080世帯				R1

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						R		親 オヤ		8								0		8/3/16		16:35:50		8/3/16		16:35:51		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		東京電力の高圧送電線へ落雷したことによる東京電力の事故停電				関放第8号		NHKとうきょうだいにほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		予備放送所が自動起動し復旧		無 ナシ		21,044,401世帯				R2

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		ＴＢＳテレビ						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		2:09:02		4/16/16		2:11:05		0:02:03		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		発局(TBSテレビ)において送出管理用データの誤入力（番組本編で意図しない黒味・無音を送出）				関放第5747号		ＴＢＳ東京ＤＴＶ				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		発局において送出管理用データの誤入力により意図しない黒味映像・無音が送出されたため、誤データで稼働中の機器をリセットさぜて復旧させた。		TBS系列全局 ケイレツゼンキョク		約1,800万世帯

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/11/16		14:05:21		8/11/16		18:22:38		4:17:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		機器故障により送信機の電波発射が停止した。				関放第9046号		TVK湯の沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		基本装置ユニット		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		代替の基本装置ユニットと交換した。		無 ナシ		239世帯		共建

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日経ラジオ						短 タン		親 オヤ		8				○				○		8/22/16		13:53:00		8/22/16		13:54:20		0:01:20		停電		停電						関放第１７号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応				無 ナシ

				関東 カントウ		累 ルイ		山梨 ヤマナシ		テレビ山梨						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:40		5/24/16		21:48:12		0:03:20		その他 タ		電気通信事業者の回線障害		NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。 マエバシシタオキタンキョクナイサギョウナガノニイガタヤマナシトウカイセンショウガイハッセイ				関放第7075号		UTYデジタルテレビジョン				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT対応により復旧。		UTY富士吉田DTV（プラン局）(関放第7563号)、UTY身延DTV（プラン局）(関放第8124号)、UTY大月DTV(関放第8151号)、UTY都留DTV（プラン局）(関放第8155号)、UTY上野原DTV(関放第8159号)、UTY穴山DTV(関放第8361号)、UTY南部DTV(関放第8365号)、UTY初狩DTV(関放第8169号)、UTY市川大門DTV(関放第8666号)、UTY道志DTV(関放第8683号)、UTY笹子DTV(関放第8687号)、UTY芦川DTV(関放第8671号)、UTY秋		292,600世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:47:01		5/24/16		21:47:41		0:00:40		その他 タ		電気通信事業者の回線障害		ネット回線事業者の交換作業ミスによりTV中継回線が断となった。				関放第7074号		やまなしほうそうデジタルテレビジョン				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT東日本で故障パッケージを交換し復旧した		関放第7562・関放第8123・関放第8150・関放第8154・関放第8158・関放第8360・関放第8364・関放第8368・関放第8665・関放第8682・関放第8686・関放第8670・関放第8705・関放第9053・関放第9057・関放第9061・関放第9184		332,246世帯		単独 タンドク		NTT東日本の設備作業中にNTT前橋下沖局クロック供給装置で故障が発生し、NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞの伝送装置の同期が取れなくなりTV中継回線が断となった

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		4				○				○		4/19/16		20:50:13		4/19/16		20:50:14		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		5				○				○		5/25/16		22:29:27		5/25/16		22:29:28		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		7				○				○		7/22/16		17:25:04		7/22/16		17:25:05		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷にカラスが入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		7				○				○		7/24/16		11:28:26		7/24/16		11:28:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		8				○				○		8/3/16		2:04:56		8/3/16		2:04:57		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ		累 ルイ		東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		8				○				○		8/18/16		13:03:24		8/18/16		13:29:14		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		8				○				○		8/26/16		17:30:10		8/26/16		17:30:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		8				○				○		8/29/16		0:30:32		8/29/16		0:30:33		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/1/16		10:01:26		9/1/16		10:01:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○		×		0		9/3/16		0:02:36		9/3/16		0:02:37		0:00:01		停電		停電		東京電力内にて停電				関放第１７号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応				無 ナシ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/4/16		10:11:06		9/4/16		10:11:07		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/9/16		7:47:46		9/9/16		7:47:47		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		茨城放送						ワイド		中 ナカ		6				○				○		6/28/16		5:41:43		6/28/16		6:54:43		1:13:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		大雨				関放第10375号		いばらきほうそうたかすずやま				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		スタジオ勤務者が、リモコンにて高鈴山と接続を試みるが、FOMA網を利用しているため天候の影響で中々接続できなかったが、６時５４分頃接続ができ、異常リセットをかけて放送が復旧した。				約1２．７万世帯		単独 タンドク		６月２８日の午後と、７月３日の放送休止中の深夜に日立国際八木ソリューションズによる点検を実施したが、不具合個所の特定に至らなかった。

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		茨城放送						ワイド		中 ナカ		8				○				○		8/18/16		14:30:21		8/18/16		15:40:00		1:09:39		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		大雨				関放第10375号		いばらきほうそうたかすずやま				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		放送機と空中線を切り離して、空中線に測定器を接続し状態を観察したところ、鉄塔上にある主給電線と電力分配器の結合部分に水が浸入しているのを発見。ぬれた部分を拭きそれぞれを結合し、放送が復帰した。				約1２．７万世帯		単独 タンドク		８月２１日の放送休止中の深夜に日立国際八木ソリューションズによる点検を実施し、水の混入部分を特定。混入部分の補修及び、給電線の結合部分を分解清掃し、更なる防水処理を施した。

																												0										0:00:00

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/13/16		13:06:50		5/13/16		13:06:59		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＣＤ再生機(原因不明）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/24/16		12:26:00		6/24/16		12:26:15		0:00:15		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		えふえむひたち						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/25/16		16:00:00		7/25/16		16:00:59		0:00:59		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ミキサーの電源入れ忘れ				開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		すまいるエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/14/16		8:00:03		4/14/16		8:00:33		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送担当者の到着遅れ				関放第8108号		あさかエフエム局 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		担当者到着により放送開始		なし		約6万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		すまいるエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/8/16		8:00:03		8/8/16		8:46:00		0:45:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		制御端子の接点不良				関放第8108号		あさかエフエム局 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		制御端子の接点不良であったため、接続し直しリセットにより復旧		なし		約6万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/18/16		4:28:11		8/18/16		4:31:20		0:03:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		夜間放送用の衛星機材の障害が原因と考えられるが、当日の天候は問題なく、機材を点検した所、目に見える問題は発見出来なかった。 エイセイ				関放第5762号		大江戸放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		担当者がオンエアーを確認した所、既に復旧していた。				約2万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		湘南平塚コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/11/16		17:36:11		7/11/16		17:36:12		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第3614号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				他事業者(電気事業者)にて対応		APS不具合により、予備機に切替。サウンドボードの不良と判明したため、修理後、現用機に復旧								※１秒以下の瞬断で予備機に切り替わった。 ※7月12日9時00分00秒に予備機から現用機に復旧。

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/30/16		21:19:28		9/30/16		21:37:49		0:18:21		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		自己復旧したため、現時点では原因不明				関放第3594号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信所側IPコーデック、または送信機 ソウシンジョガワソウシンキ		事業者が自ら対応(その他)		自己回復したため特に措置は無し。		なし		約８万世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		エフエム甲府						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/5/16		14:25:00		5/5/16		16:10:00		1:45:00		停電 テイデン		停電 テイデン		エフエム甲府が入居する山梨学院施設にて電気系統のトラブルがあり、停電が発生した。UPSにより電気供給に切り替わり自家発電による電気供給に切換を試みたところ、自家発電機のバッテリー低下によりエンジンの起動が出来ず、電源の供給が出来なかった。				関放5338号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		自家発電機で対応できず、業者対応による電源復旧で復帰				12万4051世帯 マン				自家発電機が作動せず。後日修理対応済み

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		たかはぎＦＭ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/14/16		11:00:00		8/14/16		11:35:00		0:35:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		機器等の故障はありませんが、Music Birdの受信感度不良によりバックアップ音源のループ再生となっていたため、自主放送の時間帯に皿状アンテナの角度調節を行いましたが、その際 Music BirdのSpaceDIVAとは異なる電波を受信してしまい、自主放送から受信放送に切り替わった際に無音状態となってしまいした。				開放第10073号 ゴウ		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		機器等の故障はありませんが、Music Birdの受信感度不良によりバックアップ音源のループ再生となっていたため、自主放送の時間その後角度調整を行いSpaceDIVAの電波を受信し完全復旧しました。

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		牛久コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/11/16		12:45:00		5/11/16		12:46:10		0:01:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備の運行表送出マトリクスの設定ミス				開放第10358号		うしくエフエム局　				番組送出設備		番組送出設備（その他）				事業者が自ら対応(その他)		設定修正により対応

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		牛久コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/10/16		17:52:35		6/10/16		17:53:00		0:00:25		回線障害 カイセンショウガイ		ソフトウェア不具合						開放第10358号		うしくエフエム局　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		業者により現在対応

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		特定非営利活動法人ＣＱ						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/1/16		23:00:00		9/1/16		23:00:30		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＢＧＭを流すＣＤのかけ忘れにより30秒の無音状態が発生。				関放第10380号		特定非営利活動法人ＣＱ				番組送出設備		番組送出設備（その他）				事業者が自ら対応(その他)		マイクをＯＮにし、放送を再開した。		なし

																												0										0:00:00

				信越 シンエツ		累 ルイ		長野 ナガノ		信越放送						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:40		5/24/16		21:46:46		0:01:54		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス。NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。				信放第3294号		SBC長野DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		ネット回線の障害により映像、音声が断となった。フィラー映像、音声を送出し復旧。		プラン　信放第３３４５号。プラン　信放第３３４６号。プラン　信放第３３４７号。プラン　信放第３３４８号。プラン　信放第３３４９号。信放第３４３７号。プラン　信放第３４３８号。信放第３４７７号。信放第３４９９号。信放第３５０６号。プラン　信放第３５３０号。信放第３５３１号。信放第３５３２号。信放第３５４１号。信放第３５４２号。信放第３５４３号。信放第３５５４号。信放第３６０１号。信放第３６０６号。信放第３６０７号。信放第３６２５号。信放第３６４５号。信放第３６４８号。信放第３６５８号。信放第３６６０号。信放		約70万世帯		共建

				信越 シンエツ		累 ルイ		長野 ナガノ		長野放送						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:35		5/24/16		21:47:51		0:01:53		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス。NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。				信放第3295号		ＮＢＳ長野ＤＴＶ　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応				信放第3350号 プラン局。信放第3351号 プラン局。信放第3352号 プラン局。信放第3353号 プラン局。信放第3354号 プラン局。信放第3432号。信放第3434号 プラン局。信放第3478号。信放第3500号。信放第3501号。信放第3502号。信放第3516号。信放第3517号 プラン局。信放第3519号。信放第3536号。信放第3537号。信放第3556号。信放第3577号。信放第3578号。信放第3608号。信放第3624号。信放第3646号。信放第3649号。信放第3654号。信放第3		約70万世帯		共建

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		テレビ信州						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:47:01		5/24/16		21:47:15		0:00:14		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス。NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。				信放第3296号		TSB長野DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		ネット回線の障害により、映像、音声が断となった。「しばらくおまちください」を送出し復旧。		プラン　信放第3355号。プラン　信放第3356号。プラン　信放第3357号。プラン　信放第3358号。プラン　信放第3359号。プラン　信放第3435号。　信放第3436号。　信放第3479号。　信放第3507号。　信放第3512号。プラン　信放第3527号。　信放第3528号。　信放第3529号。　信放第3546号。　信放第3547号。　信放第3557号。　信放第3558号。　信放第3593号。　信放第3594号。　信放第3609号。　信放第3626号。　信放第3642号。　信放第3650号。　信放第		約70万世帯		共建

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		長野朝日放送						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:40		5/24/16		21:44:29		0:02:49		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス。NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。				信放第3312号		abn長野DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		ネット中継回線の障害が長時間にわたる可能性があったため、ネット回線の復旧前に別映像による暫定復旧をした。		abn善光寺平 DTV プラン局(信放第3328号)。abn松本DTV プラン局(信放第3329号)。abn岡谷諏訪DTV
 プラン局(信放第3330号)。abn伊那DTV プラン局(信放第3331号)。abn飯田DTV プラン局(信放第3332号)。abn真田DTV プラン局(信放第3431号)。abn佐久DTV(信放第3430号)。abn山ノ内DTV(信放第3480号)。abn白馬DTV(信放第3503号)。abn飯山 プラン局(信放第3513号)。abn戸倉上山田DTV(信放第3514号)。abn岡		約70万世帯		単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:44:55		5/24/16		21:45:32		0:00:37		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス。NTT前橋下沖端局内での作業ミスにより、長野・新潟・山梨等で回線障害が発生した。				信放第3297号		新潟局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		ネット回線回復(21:47:01)までお待ち画面を送出		信放第３３０１号プラン。信放第３３６９号プラン。信放第３３７０号プラン。信放第３３７１号。信放第３３７２号。信放第３３７３号。信放第３３７４号。信放第３３７５号。信放第３３７６号。みなしプラン信放第３３７７号。信放第３４３９号。信放第３４４１号。信放第３４４２号。信放第３４４３号。信放第３４４４号。信放第３４４５号。信放第３４６４号。信放第３４６５号。信放第３４４０号。信放第３５９５号。信放第３５９６号。信放第３５９７号。信放第３５９８号。信放第３５９９号。信放第３６００号。信放第３６９４号。信放第３６９		696,023世帯

				信越 シンエツ		累 ルイ		新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:36		5/24/16		21:47:22		0:01:23		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		装置改修作業時にネット回線業者の作業ミスにより、ネット回線側の装置が故障し、回線断				信放第3298号		NSTにいがたデジタルテレビジョン				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気事業者)にて対応		2回目はチョイ待ちにて復帰 カイメ		NST高田DTV(信放第3314号)。NST小出DTV(信放第3396号)。NST津南DTV(信放第3397号)。NST相川DTV(信放第3398号)。NST新井DTV(信放第3399号)。NST湯沢DTV(信放第3400号)。NST三川DTV(信放第3401号)。NST鹿瀬DTV(信放第3402号)。NST津川DTV(信放第3403号)。NST大和DTV(信放第3404号)。NST糸魚川大野DTV(信放第3466号)。NST糸魚川DTV(信放第3467号)。NST津南田中DTV(信放第3468号)。NS		696,023世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:47:01		5/24/16		21:47:23		0:00:22		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＮＴＴ回線のクロック供給装置故障				信放第3299号		TeNY新潟DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		本社情報カメラの映像・音声を放送して復旧		プラン信放第３３１３号、プラン信放第３４０５号、プラン信放第３４０６号、信放第３４０７号、信放第３４０８号、信放第３４０９号、信放第３４１０号、信放第３４１１号、信放第３４１２号、みなしプラン信放第３４１３号、信放第３４５５号、信放第３４５６号、信放第３４５７号、信放第３４５８号、信放第３４５９号、信放第３４６０号、信放第３４６１号、信放第３４６２号、信放第３４６３号、信放第３４６８号、信放第３４６９号、信放第３４７０号、信放第３４７１号、信放第３４７２号、信放第３４７３号、信放第３７００号、信放第３７０		923,724世帯		単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ２１						DTV		親 オヤ		5				○				○		5/24/16		21:41:39		5/24/16		21:43:27		0:01:48		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線業者の作業ミス				信放第3300号		新潟局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ端局のクロック供給装置 タンキョク		事業者が自ら対応(その他)				高田(プラン信放第3315号)、大和(みなしプラン信放第3368号)、小出(プラン信放第3360号)、津南(プラン信放第3361号)、相川(信放第3362号)、新井(信放第3363号)、湯沢(信放第3364号)、三川(信放第3365号)、鹿瀬(信放第3366号)、津川(信放第3367号)、糸魚川大野(信放第3446号)、津南田中(信放第3448号)、津南上郷(信放第3453号)、村上(信放第3449号)、両津(信放第3450号)、高千(信放第3451号)、外海府(信放第3452号)、妙高高原(信放第345		696,023世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムラジオ新潟						FM		中 ナカ		7				○				○		7/9/16		7:25:00		7/10/16		11:30:00		28:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		１系ＰＡ用電源ユニットの部品劣化で発生した過電流に遮断器が作動して装置全体への電源供給が断となった為。委託監視人による放送異常の発見が遅延し、長時間の停波事故となった。				信放第3013号		糸魚川FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		予備の電源ユニットに交換し放送復帰させる。故障した電源ユニットは修理を実施した。		なし		12,175世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟県民エフエム放送						FM		中 ナカ		7				○				○		7/27/16		6:37:00		7/27/16		8:05:00		1:28:00		停電 テイデン		停電 テイデン		土砂崩れにより高田中継局までの送電線の切断され事故停電が発生。その後、本来起動するはずの自家発が動作しなかった。				信放第3264号		たかだエフエム局　中継局　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて故障検知。現地出向したが、対応を図る前に自然復旧。				約４９０００世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/30/16		10:51:45		7/30/16		10:58:40		0:06:55		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		（子育て応援しますＣｈＡｔランド収録の際のデーター移行の失敗による無音）				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		運行表の自動ＣＭによる復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/14/16		22:50:00		9/14/16		22:55:04		0:05:04		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		議会中継収録の際のデーター移行の失敗による無音				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		運行表の自動ＣＭによる復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/29/16		17:00:03		9/29/16		17:00:35		0:00:32		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送信所に異常が発生したため点検の際に送信所からスタジオの切り替				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		スイッチの切り替えによる復旧		なし

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		軽井沢エフエム						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/20/16		15:40:00		5/20/16		17:00:00		1:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信所ＩＰコーデックの不具合だと思われる				信放第3281号		親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地に向かい、該当機器を交換し復旧。				1万995世帯

				信越 シンエツ		注 チュウ		新潟 ニイガタ		エフエムとおかまち						CFM		中 ナカ		5				○				○		5/13/16		12:34:00		5/15/16		11:00:00		46:26:00		回線障害 カイセンショウガイ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		住宅火災による光ケーブル損傷。				信放第3320号		エフエムとおかまち				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気事業者)にて対応				信放第3634号。信放第3750号。信放第3752号。		927世帯。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムとおかまち						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/26/16		7:00:00		7/26/16		7:20:00		0:20:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送担当パーソナリティの出社の遅れで通常番組が放送出来なかった。				信放第3320号		エフエムとおかまち				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		担当パーソナリティ出社により放送を開始した。		信放第3633号。信放第3634号。信放第3750号。信放第3751号。信放第3752号。		17，802世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム魚沼						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/3/16		7:12:40		8/3/16		7:17:40		0:05:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		何らかの原因でMTX3の音響調整が初期化。レベル過大による音声障害が発生。				信放第4009号		エフエムうおぬま　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		MTX3（matrix processor)		事業者が自ら対応(その他)		マスタのミキサー音量を手動調整し復旧。		なし		10,589世帯		単独		保守業者にて設定変更実施済み。

																												0

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		テレビ金沢						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/2/16		6:58:00		6/2/16		7:00:00		0:02:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		お天気コーナーにおいて、音声に天気内容のコメントとBGM が流れるところ無音になる。データサーバ内の音声処理プロセスの不具合。				陸放第2202号		テレビかなざわデジタルテレビジョン。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他)		天気システム		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		データサーバ内の音声処理プロセスの改修、及び、スタンバイ処理の設定の変更を行う。		「プラン」陸放第2214号（七尾局）。「プラン」陸放第2263号（珠洲局）。「プラン」陸放第2264号（輪島局）。「プラン」陸放第2265号（羽咋局）。「みなしプラン」陸放第2266号（山中局)。 陸放第2274号（舳倉局）。 陸放第2326号（富来局）。 陸放第2332号（東門前局）。 陸放第2320号（大聖寺局）。 陸放第2410号（輪島町野局）。 陸放第2411号（粟津局）。 陸放第2394号（塩屋局）。 陸放第2395号（能登鹿島局）。 陸放第2396号（小松尾小屋局）。 陸放第2397号（小松金		約46万世帯		単独

																												0										0:00:00

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海テレビ						DTV		中 チュウ		7				○				○		7/22/16		13:34:20		7/22/16		15:34:44		2:00:24		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置(周波数変換部：単独部分)の故障による出力断				海放第5302号		THK多治見姫DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		基本装置(周波数変換部：単独部分)		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。		なし		1,802世帯		共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ						ワイド		親 オヤ		9				○				○		9/14/16		13:56:51		9/14/16		14:02:44		0:05:53		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		平成28年8月19日に変更申請されたマスターの更新を行う準備をしていたところ、送出設備とコーデックとを結ぶ音声ケーブルを誤って切断し、無変調となる。				海放第33号		ＪＯＳＦとうかいラジオほうそう　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(その他)		臨時配線にて復旧。		海放第5520号　東海ラジオ三国山ＦＭ		約342万世帯		単独		三国山補完局 ミクニヤマホカンキョク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＩｎｔｅｒＦＭ						FM		親 オヤ		9				○				○		9/11/16		23:30:00		9/11/16		23:30:04		0:00:04		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		チェック者がプログラム作成ミスに気付き修正したが、誤って正常なプログラム迄修正した。				海放第5472号		インターエフエムなごや				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンク（ＤＡＤ）		事業者が自ら対応(その他)		無音検知装置により、メモリー再生装置からフィラー音自動送出による対応。プログラムチェック体制強化。				2,441,459世帯 セタイ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/14/16		23:54:07		4/14/16		23:56:35		0:02:28		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		熊本県での震災の影響でキー局からの特番を実施したが、マスター要員がＤＳへの登録を誤ったためＣＭバンクから送出が出来ず、黒味送出・フリーズ画面が発生した。 クマモトケンシンサイエイキョウキョクトクバンジッシヨウイントウロクアヤマソウシュツデキクロミソウシュツガメンハッセイ				海放第4389号		静岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		一本化VTRを手動割込みし、CMの送出を行った。 イッポンカシュドウワリコソウシュツオコナ		下位全58局		1,362,762世帯 セタイ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ						DTV		中 チュウ		6				○		□		0		6/11/16		20:32:24		6/11/16		20:32:27		0:00:03		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		粟ヶ岳-浜松局間TTL回線にフェージングが発生した				海放第4426号		浜松中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		TTL回線		事業者が自ら対応(自然復旧)		自然復旧		下位16局		447,996世帯 セタイ

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜						FM		中 チュウ		7				○				○		7/14/16		12:43:00		7/14/16		13:53:00		1:10:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		演奏所から高山中継局までの中継回線（有線）が雷の影響で保護回路が働き、回線断となったため、音源喪失による無変調となった。				海放4247号		岐阜エフエム高山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気事業者)にて対応		回線事業者に調査を依頼、同社の回線復帰措置で復旧。 カイセンジギョウシャチョウサイライドウシャカイセンフッキソチフッキュウ		岐阜エフエム神岡流葉中継局（海放4763号）		34,700世帯 セタイ				高山局（3,1096世帯）、神岡流葉局（3,604世帯）

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜						FM		中 チュウ		7				○				○		7/31/16		17:22:00		7/31/16		18:04:00		0:42:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		演奏所から高山中継局までの中継回線（有線）が雷の影響で保護回路が働き、回線断となったため、音源喪失による無変調となった。				海放4247号		岐阜エフエム高山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気事業者)にて対応		回線事業者に調査を依頼、同社の回線復帰措置で復旧。 カイセンジギョウシャチョウサイライドウシャカイセンフッキソチフッキュウ		岐阜エフエム神岡流葉中継局（海放4763号）		34,700世帯 セタイ				高山局（3,1096世帯）、神岡流葉局（3,604世帯）

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/10/16		9:00:00		7/10/16		9:53:00		0:53:00		停電 テイデン		停電 テイデン		高山市役所において、業者による電源設備の点検（通常電源と非常用電源の切り替え等）を、午前９時少し前から行なっていた。市役所内に放送用回線設備が整備されているが、電源が供給されず、電源断となった。無停電電源装置の老朽化が原因と考えられる。				海放第4070号		ひだたかやまテレ・エフエム				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		市役所職員に連絡し、電源を入れてもらう。		清見IC送信局（海放4979号）、清見龍ケ峰局（海放4980号）、荘川ダナ局（海放4981号）、高根子の原局（海放4982号）、上宝在家山局（海放4983号）、奥飛騨温泉郷平湯局（海放4984号）		31,772世帯				市役所側設備のため、当社では停電が把握できなかった。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/20/16		15:48:00		7/20/16		15:58:00		0:10:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		高山市役所において、２０日深夜に市役所側の放送設備の保守作業を行なうにあたり、市役所からの委託業者による事前点検をしていたところ、作業員が誤って市役所～演奏所間の回線用ルーターの電源に触れてしまい、ルーターの電源が切れてしまった。				海放第4070号		ひだたかやまテレ・エフエム				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ルーター		他事業者(電気事業者)にて対応		市役所職員に連絡し、業者がルーターの電源を入れたところ復旧。		清見IC送信局（海放4979号）、清見龍ケ峰局（海放4980号）、荘川ダナ局（海放4981号）、高根子の原局（海放4982号）、上宝在家山局（海放4983号）、奥飛騨温泉郷平湯局（海放4984号）		31,772世帯				市役所側設備のため、当社では故障の原因が把握できなかった。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		シティエフエムぎふ						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/4/16		6:30:00		5/4/16		6:50:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		5/3 10:30頃から聴取者から時折放送の途切れがあると連絡があり、代替コーデックの手配に時間がかかるため送信所にノートＰＣを持ち込み、サイマル放送を音源として放送を再開していた。5/4 6:30頃何らかの原因でノートPCがフリーズし、無変調となる。 ゴロチョウシュシャトキオリホウソウトギレンラクダイタイテハイジカンソウシンジョモコホウソウオンゲンホウソウサイカイゴロナンゲンインムヘンチョウ				海放第4261号		シティエフエムぎふ　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ISDNコーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		故障の瞬間を局員が確認。現地へ出向し、送信所からの直接放送等代替処置を経て、設備を交換				約40万世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		ＦＭ島田						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/22/16		10:01:18		8/22/16		10:01:43		0:00:25		その他 タ		その他 タ		番組供給元(ミュージックバード)の放送素材中断				海放4871号		ＦＭ島田				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		弊局局員が無音を可視で把握及び検知メールを受信し状態を把握。スタジオより音楽を放送した。10：30に受信が復旧し、通常放送に戻った。				52,848世帯 セタイ

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/20/16		15:38:59		9/20/16		15:39:00		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		ミュージックバードの衛星通信が、台風通過に伴う悪天候により、受信不良となったため				海放第4978号		鈴鹿メディアパーク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		無音検知後フィラー音声で暫定復旧、ミュージックバードの衛星受信機再起動により復旧。 ムオンケンチゴオンセイザンテイフッキュウエイセイジュシンキサイキドウフッキュウ				81,474世帯 セタイ

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/21/16		13:40:00		4/21/16		13:40:20		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APSにより音源が収録済番組からスタジオ（生放送）に切り替わったところ、スタッフのスタジオ入りが遅れたため、13:40:20 に無音検知器によってフィラーが流れるまでの20秒間無変調となったもの。				海放第5460号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		フィラーの音楽音源により放送を再開。13:41:44にスタジオから番組を放送し、通常の番組編成に復帰。 バングミホウソウツウジョウバングミヘンセイフッキ				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/11/16		12:45:00		5/11/16		12:45:22		0:00:22		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APSにより音源が収録済番組からスタジオ（生放送）に切り替わったところ、スタッフのスタジオ入りが遅れたため、15:45:22 に無音検知器によってフィラーが流れるまでの22秒間無変調となったもの。				海放第5460号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		フィラーの音楽音源により放送を再開。12:46:08にスタジオから番組を放送し、通常の番組編成に復帰。 バングミホウソウツウジョウバングミヘンセイフッキ				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/15/16		21:00:03		5/15/16		21:00:26		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		放送番組素材の不具合により音源が停止、無変調となる。				海放第5460号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		予定していた番組を送出できないため、フィラーの音楽音源により放送を再開。21:30にAPSにより予定されていた番組を送出、通常の番組編成に復帰。				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム御殿場						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/1/16		16:43:02		8/1/16		16:44:24		0:01:22		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第5501号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)										無音検知作動～コーディック自動復帰

																												0										0:00:00

				近畿 キンキ				大坂 オオサカ		毎日放送						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/24/16		23:28:00		6/24/16		23:28:57		0:00:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音量調整装置のCPU異常によりローカルCMで音声が無音となった。12セグのみ発生。1セグは正常。				近放第100683号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(系切替)		手動操作によりシステムを予備側に切り替え正常送出に戻った。		プラン近放第101415号。プラン近放第101421号。近放第101629号。近放第101424号。近放第101876号。近放第101939号。プラン近放第101509号。プラン近放第101514号。プラン近放第101519号。プラン近放第102350号。近放第101606号。近放第101712号。近放第101524号。近放第101717号。近放第101814号。プラン近放第101527号。プラン近放第101532号。プラン近放第101135号。プラン近放第101139号。プラン近放第101142号。近放		約900万世帯

				近畿 キンキ				大坂 オオサカ		関西テレビ						DTV		親 オヤ		8				○				○		8/10/16		17:20:33		8/10/16		17:20:36		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用送信機のOFDM変調器が故障し、映像・音声がノイズまたは断となった。				近放第100684号		大阪局。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		OFDM変調器		事業者が自ら対応(系切替)		OFDM変調器異常を検知し、予備系に自動で切り替えた。		近放第101940号。プラン近放第102352号。近放第101816号。近放第101567号。近放第101841号。近放第102538号。近放第101822号。近放第101922号。近放第102178号。近放第101478号。近放第101826号。近放第101852号。近放第101856号。近放第101808号。近放第101734号。近放第102329号。近放第102381号。近放第102174号。近放第102161号。近放第102424号。近放第102202号。近放第102146号。近放第102549号		約716万世帯		単独

				近畿 キンキ				大坂 オオサカ		讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		6				○				○		6/24/16		18:55:46		6/25/16		10:45:31		15:49:45		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第102679号		貝塚木積局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		ユニット交換により復旧				約2,040世帯		共建		ユニット故障により出力異常が発報されず、停波の確認が遅れた。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		テレビ和歌山						DTV		中 チュウ		5				○				○		5/2/16		12:10:00		5/2/16		13:47:00		1:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信変換器が周波数変動を起こす故障発生。				近放第101428号		那賀局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		当該地域より受信障害の入電により調査。予備系統に切り換えて復旧。		近放第102153号。近放第102242号。近放第102523号。		約54,000世帯		共建		故障アラームが発生しなかったため自動切換えせず、復旧に長時間を要した。

				近畿 キンキ		累 ルイ		京都 キョウト		京都放送						R		中 チュウ		6				○				○		6/15/16		11:01:15		6/15/16		11:21:00		0:19:29		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第36号		京都放送滋賀放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		音量検知制御回路		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて、弊社ﾃﾚﾋﾞﾏｽﾀｰ勤務者が停波を確認し、KBS滋賀支社へも停波の事実確認を実施。日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ㈱(NES)へ連絡、緊急出向を依頼。NTTの放送番組伝送路(BSU)に異常が無いことを確認。送信機保護の制御ロック状態であったため、中継所の制御リセットを実施。２号送信機装置起動により、放送を再開。				439,286世帯

				近畿 キンキ		累 ルイ		兵庫 ヒョウゴ		尼崎市総合文化センター						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/23/16		6:25:07		8/23/16		11:33:16		0:49:57		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線故障				近放第100043号		エフエム尼崎。親局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		断続的に無音状態になったため障害原因の特定に時間を要した。NTTの回線調査によりMDF内のケーブル不良を交換し復旧した。				約２０万世帯		単独

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		伊丹コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/15/16		19:15:30		4/15/16		19:15:40		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ハードディスクから録音番組を再生中に運行PCがフリーズし素材が停止				近放第100044号		エフエムいたみ。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		無音検知が働きBGMが流れた。すぐ職員が録音番組を手動で送出。後日運行パソコンを交換				約104,846世帯				現在までに再発なし

				近畿 キンキ				大坂 オオサカ		やおコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/6/16		19:05:00		9/6/16		19:25:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		UPSの電源切替装置の故障				近放第100396号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		UPSの電源切替装置		他事業者(電気事業者)にて対応		警告音にて故障検知。設備業者手配し取り換え工事完了。				約11万5千世帯 ヤクマンセンセタイ

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエムさんだ						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/18/16		14:37:00		4/18/16		14:37:10		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送電波に雑音が入り、送信機障害発生の警報が発生した				近放第100665号		エフエムさんだ。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		送信機異常を検知し、予備送信機に切り替えた。				約42,000世帯		単独

				近畿 キンキ				京都 キョウト		京丹後コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/21/16		8:00:30		5/21/16		8:55:38		0:55:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所リミッターの故障。
リミッターの故障により、番組に雑音が混入、その後断続的に無音も発生する。応急対応として、リミッターを回避しての接続切り換え作業において、無音状態が継続したため、送信所にて、停波制御が発生し、停波した。				近放第101880号		エフエムたんご・ＣＦＭ親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		リミッタ		事業者が自ら対応(その他)		現地にて故障検知。音声調整装置を介さず接続。				約2万世帯		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/1/16		10:00:00		7/1/16		11:05:00		1:05:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		ＡＰＳ用のオーディオインターフェイスの不具合で１０：００：００からの番組が開始されず無音状態となる。				近放第1018835号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APSのオーディオIF		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再起動により復旧。				約40,000世帯				問い合わせ、電話3件・メール6通。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/18/16		7:00:00		8/18/16		7:01:15		0:01:15		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		APS装置の音源に不具合が出たことによる。				近放第1018835号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APSのオーディオIF		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		PC再起動により復旧。				約40,000世帯				無音バックアップ音源装置は現在時刻が5分ずれていたため作動しなかった。問い合わせは特に無し。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/17/16		18:17:00		9/17/16		18:23:00		0:06:00		設備故障 セツビコショウ		漏電 ロウデン		漏電によりブレーカーが落ち、停電用バッテリーも作動しなかったため放送システムが停止。				近放第1018835号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		システムを再起動し復旧。				約40,000世帯				問い合わせは特に無し

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/18/16		7:00:00		9/18/16		7:20:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		漏電 ロウデン		17日に起きた原因不明のブレーカー作動による停電。				近放第1018835号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		システムを再起動し復旧。放送復旧し、業者に電源設備の点検を依頼し、空調の不調が原因であることが判明。				約40,000世帯				問い合わせは特に無し

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		9				○				○		9/18/16		16:03:00		9/18/16		16:07:00		0:04:00		設備故障 セツビコショウ		漏電 ロウデン		ブレーカー作動による停電。				近放第1018835号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約40,000世帯				問い合わせは特に無し

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		たんばコミュニティネットワーク						CFM		中 チュウ		7				○				○		7/15/16		9:20:00		7/15/16		15:45:00		6:25:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT光回線ケーブル切断				近放第102740号		高谷山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		09：20　高谷山中継局で放送中断が発生。IPコーデックのアラーム点灯を確認し、無線従事者へ連絡する。　09：40　スタッフが高谷山へ出向。音声データが到達していないことを確認。　09：50　機材設置業者（DBS）へ電話連絡をいれ状況説明、指示に従い機器の再起動などを試みるが変化なし。回線の不具合を疑いNTTのIPカスタマーセンターへ電話。12：00　NTT復旧作業開始。15：45　ＮＴＴ復旧作業終了。通常放送復旧。				1,300世帯		単独

																												0										0:00:00

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		プ		4				○		×		0		4/17/16		13:13:27		4/17/16		13:13:32		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第429号		鳥取　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		自家発電装置の自動起動により回復		中放第490号　　（智頭）その他、　中放第664号　　（用瀬）その他、　中放第725号　　（若桜）その他、　中放第744号　（日野）その他、　中放第921号　（米子日南）その他、　中放第2424号　（岩美）その他、　中放第10384号　（智頭山形）その他		237,633 世帯		単独

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		プ		8				○				○		8/8/16		5:27:19		8/8/16		5:27:47		0:00:28		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第429号		鳥取　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		放送設備内で放送代用線に切り替わり回復		中放第490号　　（智頭）その他、　中放第664号　　（用瀬）その他、　中放第725号　　（若桜）その他、　中放第744号　（日野）その他、　中放第921号　（米子日南）その他、　中放第2424号　（岩美）その他、　中放第10384号　（智頭山形）その他		237,633 世帯		単独		鳥取Ｒ１、米子Ｒ１、鳥取ＦＭについては、無線によるＳＴＬ回線であるため、
広島会館から鳥取会館間の回線を代用線に切替えと同時に復旧し

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:27:45		0:00:28		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第40号		鳥取　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		放送設備内で放送代用線に切り替わり回復				114,051 世帯		単独		鳥取Ｒ１、米子Ｒ１、鳥取ＦＭについては、無線によるＳＴＬ回線であるため、
広島会館から鳥取会館間の回線を代用線に切替えと同時に復旧し

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:27:45		0:00:28		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第42号		米子　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		放送設備内で放送代用線に切り替わり回復				244,875 世帯		単独		鳥取Ｒ１、米子Ｒ１、鳥取ＦＭについては、無線によるＳＴＬ回線であるため、
広島会館から鳥取会館間の回線を代用線に切替えと同時に復旧し

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:52:15		0:24:58		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第43号		倉吉　その他				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用回線に切り替えて回復				41,484 世帯		単独		有線回線（ＮＴＴ専用線）で接続されているため、個別に非常用回線に切替え作業を行った結果、順次復旧した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:50:17		0:23:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第124号		日野　その他				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用回線に切り替えて回復				5,880 世帯		単独		有線回線（ＮＴＴ専用線）で接続されているため、個別に非常用回線に切替え作業を行った結果、順次復旧した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:47:10		0:19:53		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第2794号		智頭　その他				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用回線に切り替えて回復				8,361 世帯		単独		有線回線（ＮＴＴ専用線）で接続されているため、個別に非常用回線に切替え作業を行った結果、順次復旧した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		8				○				○		8/8/16		5:27:17		8/8/16		5:54:44		0:27:27		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ有線回線断				中放第10418号		若桜　その他				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		非常用回線に切り替えて回復				8,361 世帯		単独		有線回線（ＮＴＴ専用線）で接続されているため、個別に非常用回線に切替え作業を行った結果、順次復旧した。

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		鳥取 トットリ		山陰放送						R		プ		8				○				○		8/8/16		5:27:00		8/8/16		8:47:00		3:20:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第48号		ＢＳＳ鳥取Ｒ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		NTT西日本が提供する電気通信設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		本社マスターでアラーム検知。鳥取Ｒに出向。携帯電話にて中継回線をバックアップにて放送復旧。NTT西日本が中継回線を復旧19:20に復旧。				116,158世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		広島 ヒロシマ		中国放送 チュウゴクホウソウ						DTV		プ		9				○				○		9/17/16		22:11:08		9/17/16		22:20:13		0:05:45		自然災害 シゼンサイガイ		降雨		降雨によるTTLレベル低下				中放第10568号		福山DTV プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降水量が少なくなり自然に復旧		福山 DTV（中放第10568号）、尾道 DTV（中放第10639号）、三原 DTV（中放第10649号）、三次 DTV（中放第10651号）、竹原 DTV（中放第10739号）、西城 DTV（中放第10740号）、因島 DTV（中放第10772号）、府中 DTV（中放第10789号）、大門 DTV（中放第10790号）、庄原ＤＴＶ（中放第10866号）、大朝ＤＴＶ（中放第10909号）、小奴可ＤＴＶ（中放第10976号）、三原中之町ＤＴＶ（中放第10980号）、東城ＤＴＶ（中放第10993号）、父石ＤＴ		約40万世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ ヒロシマ						DTV		プ		9								0		9/17/16		22:15:20		9/17/16		22:20:16		0:04:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		TS-TTL回線(絵下山FX局→宇根山FX局)で降雨減衰が発生｡受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		HTV福山DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第11838号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10646号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第10774号｡中放第11685号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10792号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡中放第11630号｡中放第10983号｡中放第10972号｡中放第10989号｡中放第12006号｡中放第11076号｡中放第11151号｡中放第11060号｡中放第11156号｡中放第11192号｡中放第11218号｡中放第11264号｡中放第11250号｡中放第11309号｡中放第11394号｡中		376,500世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		プ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10566号		福山DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち		中放第11072号、中放第11132号		112,350世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		プ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10650号		尾道DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち		中放第11061号、中放第11209号、中放第11257号		61,404世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		プ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10785号		府中DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち		中放第11252号		38,978世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		プ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10722号		竹原DTV　プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち		中放第11185号、中放第11306号		23,712世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10652号		三原DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち		中放第10977号		33,267世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10771号		因島DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				9,663世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10786号		大門DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				18,089世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10971号		小奴可DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				657世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第10994号		東城DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				1,740世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第11158号		鞆DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				2,987世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第11397号		油木DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				447世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第11837号		福山南DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				51,114世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		テレビ新広島						DTV		中 ナカ		9								0		9/17/16		22:15:15		9/17/16		22:20:12		0:04:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨のため、上流局の宇根山FX受信レベル低下 コウウジョウリュウキョク				中放第12009号		東城千鳥DTV　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		集中豪雨回復待ち				168世帯		単独

				中国 チュウゴク		累 ルイ		岡山 オカヤマ		テレビせとうち						DTV		中 ナカ		8				○		□		0		8/11/16		6:12:22		8/11/16		22:37:17		0:01:59		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングのため、放送波受信レベルが低下して停波した。				中固第13074号		TSCごんげんやまテレビ。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				中放第11239号。中放第10749号。中放第10799号。中放第10800号。		16,299世帯		共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		西日本放送						DTV		中 ナカ		8				○		□		0		8/11/16		6:14:41		8/11/16		6:14:53		0:00:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングのため、放送波受信レベルが低下して停波した。				中固第13059号		にしにっぽんほうそうごんげんやまテレビ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				新見（中放10748号）、高梁（中放10802号）、久世（中放10801号）、湯原（中放10910号）、蒜山（中放11142号）、有漢（中放11253号）、中国勝山（中放11226号）、哲西（中放11763号）		20,976世帯(岡山県)		共建		設備そのものの故障ではない

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/11/16		10:05:00		8/11/16		14:59:00		4:54:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		光ケーブル伝送線間接続時の施工不良により断線したと推測される(自営回線)。				中放第11634号		見島宇津局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、光ファイバーの断線を確認。空き線につなぎ換え復旧。		なし		89世帯		共建

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		テレビ山口						DTV		中 ナカ		8								0		8/11/16		10:05:00		8/11/16		14:59:00		4:54:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		受信所-送信所間の光ファイバー施工不良				中放第11634号		見島宇津局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、光ファイバーの断線を確認。空き線につなぎ換え復旧。		なし		89世帯		共建

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口朝日放送						DTV		中 ナカ		8								0		8/11/16		10:05:00		8/11/16		14:59:00		4:54:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		受信所-送信所間の光ファイバー施工不良				中放第11625号		見島宇津局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、光ファイバーの断線を確認。空き線につなぎ換え復旧。		なし		89世帯		共建

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本海テレビジョン						DTV		プ		4				○		□		0		4/25/16		16:56:50		4/25/16		17:03:38		0:06:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		16：09：18に束積FX～松江DTV間のTTL（D1C ch)フェージングにより、倉吉DTV局放送波受信に自動で切替わっていた。16：56：50から倉吉DTV局放送波受信がフェージングのため障害を受け、松江DTV局の映像・音声に障害が発生した。				中放第10519号		NKT松江DTV局。ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		TTL受信に手動で切り戻し復旧。		中放第10919号。中放第10928号。中放第10926号。中放第10920号。中放第11705号。中放第11897号。ﾌﾟﾗﾝ中放第10671号。中放第10922号。中放第10923号。中放第10924号。中放第10927号。中放第10996号。ﾌﾟﾗﾝ中放第11041号。中放第11042号。中放第11104号。中放第11292号。中放第11261号。中放第11368号。中放第11449号。中放第11451号。中放第11480号。中放第11481号。中放第11489号。中放第11571号。中放第1145		16万9,521世帯		共建

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/16/16		21:48:53		6/16/16		21:49:08		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＣＭバンクの出力信号が断になったものと思われる。バンク側のログにも異常は記録されていないが、現象からデコーダ部の不具合が原因として考えられる。				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＣＭバンクシステム		事業者が自ら対応(系切替)		12秒間ブラック画面となり、お待ちパターンを手動送出。ＣＭバンクをＡ系からＢ系に切り替える。翌日放送終了後、ＣＭバンクＡ系デコーダを交換。		ＢＳＳ松江ＤＴＶ（中放第１０５００号）。ＢＳＳ大田ＤＴＶ（中放第１０６８３号）。ＢＳＳ仁摩ＤＴＶ（中放第１０６８４号）。ＢＳＳ江津ＤＴＶ（中放第１０６８５号）。ＢＳＳ浜田ＤＴＶ（中放第１０６８６号）。ＢＳＳ益田ＤＴＶ（中放第１０６８７号）。ＢＳＳ大社ＤＴＶ（中放第１０９７９号）。ＢＳＳ木次ＤＴＶ（中放第１０９７８号）。ＢＳＳ桜江ＤＴＶ（中放第１１０３９号）。ＢＳＳ川本ＤＴＶ（中放第１１０８６号）。ＢＳＳ石見ＤＴＶ（中放第１０９３５号）。ＢＳＳ西ノ島ＤＴＶ（中放第１１０３７号）。ＢＳＳ西郷ＤＴＶ（中放第１１		418,708世帯				演奏所での発生のため、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		エフエム山陰						FM		親 オヤ		7				○				○		7/27/16		14:35:32		7/27/16		14:45:30		0:09:58		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用PCの場所移動のために、放送本線に割り込んでいる緊急地震速報システムのケーブルを抜き差しした際、数秒後に何らかの原因でシステムの他の機器の一部がフリーズし、無音となった。 ホウソウヨウバショイドウホウソウホンセンワコキンキュウジシンソクホウヌササイスウビョウゴナンゲンインタキキイチブムオン				中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		緊急地震速報装置		事業者が自ら対応(その他)		無音検知後、緊急地震速報装置を一時外す事により復旧		中放第2954号,中放第2955号中放第3521号,中放第4144号中放第4145号,中放第10004号,中放第10302号,中放第10303号,中放第10304号 ナカホウダイゴウナカホウダイゴウチュウホウダイゴウナカホウダイゴウチュウホウダイゴウナカホウダイゴウナカホウダイゴウナカホウダイゴウナカホウダイゴウ		約410,111世帯

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/17/16		7:00:15		5/17/16		7:07:30		0:07:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機の不具合とみられるほか、予備機への自動切替が行われなかった				中放第10035号		岡山シティエフエム親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		生放送スタジオ及び監視装置で故障検知。送信所へ急行中に自然復帰。		なし		約100万世帯		単独

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		5				○				○		5/1/16		12:40:49		5/1/16		12:58:00		0:17:11		その他 タ		その他 タ		ＭＤへの収録番組（12時30分～13時）を放送していたが、
番組途中（12時41分頃～58分頃）で無音となった。ＭＤを確認したが、音声は収録されており、原因は不明。				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備(その他)		MD		事業者が自ら対応(その他)		スタジオが無人だったため、翌週再放送。		なし		12万世帯

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		7				○				○		7/5/16		19:50:46		7/5/16		19:58:00		0:07:14		その他 タ		その他 タ		収録番組を放送中に無音状態が発生した。（原因不明）				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		スタジオが無人だったため、翌週再放送。		なし		12万世帯				6月末まではＭＤに収録していたが、7月からメディアプレイヤー（コンパクトフラッシュ）に変更した。再生機で再生をすると、ほぼ同じ時間で無音状態となるが、パソコンでは正しく再生される。7月1日から4日までは問題はなかった。なお、7月に機械を更新した際に併せて、使用するメモリカードも新しいものを使用している。

				中国 チュウゴク		累 ルイ		山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/17/16		19:32:37		8/17/16		19:52:57		0:05:43		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所周辺の停電。				中放第　10424号		エフエム周南				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		停電発生地域の木々伐採。		なし		12万世帯

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		FM鳥取						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/17/16		10:18:53		4/17/16		11:09:56		0:51:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		FM鳥取送信所の監視装置から異常を知らせるメールが届き、即放送を確認したところ、音声、変調共に通常時どおり出てはいるものの、受信レベルが若干落ちていた				中放第10553号		ＦＭ鳥取親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置から故障を検知。現地出向し送信出力の減力を確認。予備送信機へ切替。				51,000世帯		単独

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		鳥取 トットリ		FM鳥取						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/20/16		20:05:04		4/20/16		22:23:46		2:18:42		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機の自動切換装置が誤動作し、故障のため一時的に運用を停止していた無給電の２号送信機側へ切り替わっていたため、送信が停止。				中放第10553号		ＦＭ鳥取親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		送信機及び送信機切替装置		他事業者(電気通信事業者)にて対応		強制的に１号送信機側に固定した運用へ変更。送信を再開した				51,000世帯		単独

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		DARAZコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		6				○				○		6/7/16		7:59:23		6/7/16		8:09:42		0:10:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		UPSの故障により、給電中にもかかわらず送電が停止。一般電源に変えた後もEDPSの起動に手間取り復旧が遅れた。				中放第11712号		DARAZ FM				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		一般電源に差し替え、電源は復旧し予備音源を送出。システムが強制シャットダウンしたため、安全確認後に通常放送に復帰。		なし		55,460世帯				電源系統が1つのUPSで多くの機材を賄う形となっていたたため、系統を分離してリスクを分散化した。

																												0										0:00:00

				四国 シコク				香川 カガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		親 オヤ		4				○				○		4/18/16		13:05:15		4/18/16		13:06:57		0:01:42		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		電力会社の電柱敷設工事にともなうボーリング作業が原因で、異ルート２重化されているＮＴＴ回線が２本とも切れ、断となった（高松放送会館）。 ゲンイン				四放第２４号		ＮＨＫ高松Ｒ１				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ回線装置		事業者が自ら対応(系切替)		公衆網による放送代用線装置に切替て放送復旧。		なし

				四国 シコク		累 ルイ		香川 カガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		4				○				○		4/18/16		13:05:18		4/18/16		17:46:20		0:02:19		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		電力会社の電柱敷設工事にともなうボーリング作業が原因で、異ルート２重化されているＮＴＴ回線が２本とも切れ、断となった（高松放送会館）。公衆網による放送代用線装置に切替て放送復旧したが、17:45:42　ＮＴＴ回線が再度断（高松放送会館）。 ゲンイン				四放第４号		ＮＨＫ高松Ｒ２				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ回線装置		事業者が自ら対応(系切替)		13:06:59　公衆網による放送代用線装置に切替て放送復旧。17:45:42　ＮＴＴ回線が再　　度断（高松放送会館）。17:46:20　公衆網による放送代用線装置に切替て放送復旧。		なし

				四国 シコク				香川 カガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		親 オヤ		4				○				○		4/18/16		13:05:18		4/18/16		13:06:59		0:01:41		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		電力会社の電柱敷設工事にともなうボーリング作業が原因で、異ルート２重化されているＮＴＴ回線が２本とも切れ、断となった（高松放送会館）。 ゲンイン				四放第279号		ＮＨＫ高松ＦＭ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ回線装置		事業者が自ら対応(系切替)		公衆網による放送代用線装置に切替て放送復旧。		なし

				四国 シコク		累 ルイ		香川 カガワ		西日本放送						R		中 チュウ		7				○				○		7/27/16		8:32:16		7/27/16		8:37:05		0:00:48		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		電源設備更新に伴う電源設備改修箇所の確認作業中、作業担当者の不注意から一時的に電源が切れてしまった。				四放第1000号		丸亀中波放送局 中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		分電盤を調査中に不注意により商用電源が断となり、仮設接続し商用を復帰させた。正常な状態へ戻す作業の時に再度、停電が発生した。		なし		671,940世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		5:59:02		4/16/16		5:59:37		0:00:35		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ｲﾍﾞﾝﾄ作成ﾐｽにより映像・音声不体裁（ｸﾞﾚｰ映像）を送出。				四放第4229号		EBC松山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		手動にてイベント操作にて復旧。		下位局（全３９局）		548,000世帯

				四国 シコク		重 ジュウ		愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		プ		8				○				○		8/6/16		18:03:09		8/6/16		20:57:01		2:53:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						四放第4326号		EBC宇和島DTV。プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				事業者が自ら対応(その他)		予備のTTL受信光伝送装置の電源と交換し復旧。		四放第4588号、四放第4602号、四放第4708号、四放第4814号、四放第4830号 ヨンホウダイゴウヨンホウダイゴウヨンホウダイゴウヨンホウダイゴウヨンホウダイゴウ		35,504世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛						FM		中 チュウ		6				○				○		6/21/16		8:16:41		6/21/16		11:18:51		3:02:10		停電 テイデン		停電 テイデン		八幡浜超短波放送局にて停電。ただし完全な停電ではなく、商用電源電圧が50V前後に低下。商用電源電圧が低下したのに伴い、商用電源から予備電源(バッテリー)への切替器の動作が不安定となった。そのため送信設備が正常動作できなくなった。				四放第1240号		八幡浜超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機を送信設備に繋ぎ込み復旧。		宇和島超短波放送局（四放第1241号）、大洲超短波放送局（四放第3212号）、城川超短波放送局（四放第4147号）、愛南超短波放送局（四放第5081号）		84,194世帯				商用電源は、15時45分に復旧。

																												0										0:00:00

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第29号		NHK福岡R1				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		なし		3,787,005世帯

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第415号		NHK福岡会館　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第609号（久留米FM）、九放第618号（大牟田FM）		1,416,885世帯

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						R		プ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第59号		NHK北九州R1				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		なし		1,037,631世帯

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						FM		中 ナカ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第416号		NHK北九州会館				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第521号（筑前山田FM）、九放第525号（行橋FM）、九放第633号（門司FM）		792,934世帯

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第53号		NHK佐賀R1				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第4号（唐津R1）、九放第2249号（伊万里R1）		1,450,771世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第57号		NHK長崎R1				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第33号（佐世保R1）、九放第76号（島原R1）、九放第2037号（福江R1）、九放第2061号（平戸R1）、九放第8116号（諫早R1）		2,144,146世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第418号		NHK長崎会館				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第418号（佐世保FM）、九放第421号（松浦FM）、九放第422号（平戸FM）、九放第424号（有川FM）、九放第425号（福江FM）、九放第656号（諫早FM）、九放第704号（大瀬戸FM）、九放第782号（東長崎FM）、九放第789号（南有馬FM）、九放第790号（島原FM）、九放第1839号（宇久FM）、九放第419号（厳原FM）、九放第420号（郷ノ浦FM）		504,790世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第8857号		NHK熊本DG クマモト				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		人吉DG（九放第     8989号）。水俣DG（九放第     8991号）。牛深DG（九放第     9113号）。阿蘇DG（九放第     9158号）。阿蘇北DG（九放第     9169号）。南阿蘇DG（九放第     9150号）。肥後小国DG（九放第     9210号）。清和DG（九放第     9389号）。三加和DG（九放第     9392号）。矢部DG（九放第     9393号）。蘇陽DG（九放第     9396号）。菊水DG（九放第     9480号）。砥用DG（九放第		1,123,302世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第25号		NHK熊本R1 クマモト				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第35号（人吉R1）、九放第3807号（水俣R1）、九放第4779号（阿蘇R1）、九放第8784号（南阿蘇R1）		2,312,513世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第426号		NHK熊本本館 クマモトホンカン				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		阿蘇FM（九放第      427号）。人吉FM（九放第      428号）。水俣FM（九放第      429号）。肥後小国FM（九放第      482号）。南阿蘇FM（九放第      500号）。矢部FM（九放第      524号）。牛深FM（九放第      533号）。河浦FM（九放第      689号）。坂本FM（九放第      744号）。天草FM（九放第      756号）。芦北FM（九放第     3752号）。五木FM（九放第     8505号）。蘇陽FM（九放第　 　8		892,294世帯

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第39号		NHK大分R1 オオイタ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第55号（佐伯R1）、九放第3号（日田R1）、九放第5505号（竹田R1）、九放第5689号（玖珠R1）、九放第8569号（中津R1）、九放第11388号（佐伯補完R1）、九放第 11389号（蒲江R1）、九放第11390号（東蒲江R1）		2,020,090世帯

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第430号		NHK大分会館				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第431号（日田FM）、九放第432号（津久見FM）、九放第433号（佐伯FM）、九放第434号（三重FM）、九放第435号（竹田FM）、九放第510号（玖珠FM）、九放第683号（宇目FM）、九放第709号（中津FM）、九放第793号（国東FM）、九放第853号（本耶馬渓FM）、九放第944号（安心院FM）、九放第946号（東蒲江FM）、九放第947号（蒲江FM）、九放第1127号（山国FM）		421,742世帯

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第8867号		NHK宮崎DG ミヤザキ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		延岡DG（九放第     8967号）。串間DG（九放第     8974号）。日向DG（九放第     9084号）。高千穂DG（九放第     9090号）。真幸DG（九放第     9230号）。飯野DG（九放第     9232号）。北五ヶ瀬DG（九放第     9272号）。日南DG（九放第     9289号）。入郷DG（九放第     9309号）。東郷DG（九放第     9313号）。青島DG（九放第     9386号）。日向西郷DG（九放第     9388号）。串間本城DG（九放第		338,101世帯

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第37号		NHK宮崎R1 ミヤザキ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		九放第31号（延岡R1）、九放第 2号（都城R1）、九放第10号（小林R1）、九放第16号（日南R1）、九放第69号（高千穂R1）、九放第73号（串間R1）		789,417世帯

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第436号		NHK宮崎会館 ミヤザキ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		延岡FM（九放第      437号）。高千穂FM（九放第      471号）。串間FM（九放第      495号）。東郷FM（九放第      757号）。日向西郷FM（九放第     1285号）。入郷FM（九放第     4740号）。椎葉FM（九放第     6594号）。		471,905世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第8861号		NHK鹿児島DG カゴシマ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		鹿屋DG（九放第     9032号）。枕崎DG（九放第     9044号）。阿久根DG（九放第     9038号）。蒲生DG（九放第     9026号）。大口DG（九放第     9066号）。串木野DG（九放第     9082号）。南種子DG（九放第     9104号）。頴娃DG（九放第     9146号）。中之島DG（九放第     9124号）。名瀬DG（九放第     9138号）。薩摩出水DG（九放第     9236号）。川床DG（九放第     9238号）。長島南DG（九放第		876,307世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第27号		NHK鹿児島R1 カゴシマ				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		阿久根R1（九放第        8号）。徳之島R1（九放第     159号）。名瀬R1（九放第       87号）。瀬戸内R1（九放第    7181号）。大口R1（九放第　　8789号）。奄美宇検R1（九放第　　8815号）。奄美住用R1（九放第    8924号）。奄美大和R1（九放第    9050号）。喜界R1（九放第 　11368号）。与論R1（九放第   11403号）。		916,289世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						FM		親 オヤ		6				○				○		6/20/16		2:00:18		6/20/16		2:07:41		0:07:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT回線障害（断続的に発生）				九放第438号		NHK鹿児島会館 カゴシマカイカン				番組送出設備		番組送出設備(その他)		NTT福岡局内設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTT福岡局内装置の点検・交換・切替にて復旧		阿久根FM（九放第      439号）。鹿屋FM（九放第      440号）。枕崎FM（九放第      441号）。種子島FM（九放第      442号）。東市来FM（九放第      673号）。栗野FM（九放第      699号）。末吉FM（九放第      786号）。名瀬FM（九放第      876号）。瀬戸内FM（九放第      877号）。徳之島FM（九放第      878号）。知名FM（九放第      879号）。		627,110世帯

																												0										0:00:00

																												0										0:00:00

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/9/16		6:40:27		4/9/16		10:27:28		3:47:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信局の受信部の故障 ソウシンキョク				九放第10206号		NHK松浦福島DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信部の故障		事業者が自ら対応(その他)		故障部品を交換し回復		なし		744世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		9:26:11		4/16/16		13:19:07		3:52:56		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後バッテリー放電終止により停波				九放第11023号		NHK大矢野湯島DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		なし		169世帯		単独 タンドク		16:09:00復電。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		9:26:11		4/16/16		13:19:07		3:52:56		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後バッテリー放電終止により停波				九放第11026号		NHK大矢野湯島DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		なし		169世帯		単独 タンドク		16:09:00復電。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		18:20:00		4/17/16		10:45:00		16:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、非常用発電機故障により停波				九放第9150号		NHK南阿蘇DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機修理により復旧		なし		6,372世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		18:20:00		4/17/16		10:45:00		16:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、非常用発電機故障により停波				九放第9151号		NHK南阿蘇DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機修理により復旧		なし		6,372世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						FM		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		18:20:00		4/17/16		10:45:00		16:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、非常用発電機故障により停波				九放第500号		NHK南阿蘇FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機修理により復旧		なし		6,372世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		4								0		4/16/16		18:20:00		4/17/16		10:45:00		16:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、非常用発電機故障により停波				九放第8739号		VICS南阿蘇。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		非常用発電機修理により復旧		なし		6,932世帯		単独 タンドク

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/18/16		13:22:00		5/18/16		13:22:00		0:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後自家発電終止により停波				九放第9150号		NHK南阿蘇DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		予備送信所（観音桜）から電波発射		なし		6,372世帯		単独 タンドク		夜峰山への燃料補給が危険であること。局舎、鉄塔の損傷が大きく、停波がいつ起きるかわからないため、仮送信所(観音桜展望所)を設置。事前に電波発射済。 セッチジゼンデンパ

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		5				○				○		5/18/16		13:22:00		5/18/16		13:22:00		0:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後自家発電終止により停波				九放第9151号		NHK南阿蘇DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		予備送信所（観音桜）から電波発射		なし		6,372世帯		単独 タンドク		夜峰山への燃料補給が危険であること。局舎、鉄塔の損傷が大きく、停波がいつ起きるかわからないため、仮送信所(観音桜展望所)を設置。事前に電波発射済。 セッチジゼンデンパ

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						FM		中 ナカ		5				○				○		5/18/16		11:15:00		5/18/16		11:17:00		0:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後自家発電終止により停波				九放第500号		NHK南阿蘇FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		予備送信所（観音桜）から電波発射		なし		6,932世帯		単独 タンドク		11:17:00電波発射

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		5								0		5/18/16		11:15:00		5/18/16		11:17:00		0:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		H28熊本地震による商用電源の停電、その後自家発電終止により停波				九放第8739号		VICS南阿蘇。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		予備送信所（観音桜）から電波発射		なし		6,932世帯		単独 タンドク		11:17:00電波発射

																												0										0:00:00

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		2:05:00		4/16/16		2:05:30		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		データ入力のミス。地震関連の番組変更に際して、運行データ変更・確認が間に合わず、映像黒味、音声無音が発生した。				九放第8893号 ゴウ		RKB福岡DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		データを修正し、復旧。		九放第8932号。九放第8939号。九放第8976号。九放第9004号。九放第9009号。九放第9014号。九放第9140号。九放第9144号。九放第9175号。九放第9180号。九放第9187号。九放第9195号。九放第9200号。九放第9298号。九放第9453号。九放第9455号。九放第9457号。九放第9466号。九放第9538号。九放第9563号。九放第9567号。九放第9572号。九放第9666号。九放第9687号。九放第9688号。九放第9846号。九放第9859号。九放第9872号。九放第		2,089,363世帯		共建

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本放送						DTV		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		1:25:52		4/16/16		2:32:32		1:06:40		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震により送信所が電力喪失となった為				九放第8877号		熊本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		共建他事業者が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		南阿蘇（九放第9148号）。蘇陽（九放第9362号）。三加和（九放第9360号）。砥用（九放第9481号）。菊水（九放第9482号）。三角（九放第9483号）。立田山（九放第9703号）。玉東（九放第9907号）。玉名（九放第9909号）。熊本託麻（九放第9908号）。新和（九放第9965号）。苓北（九放第10117号）。天草（九放第10118号）。本渡北（九放第10432号）。鹿北（九放第9910号）。本渡（九放第10433号）。有明上津浦（九放第10615号）。栖本（九放第10612号）。泉（九放第1		1,123,302世帯		民放4社共建		影響世帯数は全DTVエリア総数

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		親 オヤ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		H28熊本地震により金峰山送信所が停電となり発電機が起動せず電力喪失となったため。				九放第8879号		熊本ＤＴＶ。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		当社の社員が現地に緊急出向し、手動により発電機を起動させて復旧した。		ＴＫＵ南阿蘇ＤＴＶ（九放第9152号）。ＴＫＵ蘇陽ＤＴＶ（九放第9355号）。ＴＫＵ三加和ＤＴＶ（九放第9356号）。ＴＫＵ砥用ＤＴＶ（九放第9398号）。ＴＫＵ菊水ＤＴＶ（九放第9399号）。ＴＫＵ三角ＤＴＶ（九放第9501号）。ＴＫＵ立田山ＤＴＶ（九放第9743号）。ＴＫＵ玉名ＤＴＶ（九放第9888号）。ＴＫＵ玉東ＤＴＶ（九放第9889号）。ＴＫＵ熊本託麻ＤＴＶ（九放第9892号）。ＴＫＵ鹿北ＤＴＶ（九放第9893号）。ＴＫＵ新和ＤＴＶ（九放第9969号）。ＴＫＵ苓北ＤＴＶ（九放第10109号）。ＴＫ		1,123,302世帯		民放4社共建		影響世帯数は全DTVエリア総数

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		親 オヤ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震により送信所が電力喪失となったため				九放第8880号		熊本局、親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		共建他事業者が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		南阿蘇（九放第9153号）。蘇陽（九放第9376号）。三加和（九放第9379号）。砥用（九放第9416号）。菊水（九放第9418号）。三角（九放第9511号）。立田山（九放第9732号）。玉東（九放第9902号）。玉名（九放第9905号）。熊本託麻（九放第9906号）。新和（九放第9973号）。苓北（九放第10107号）。天草（九放第10108号）。本渡北（九放第10456号）。鹿北（九放第10456号）。本渡（九放第10461号）。有明上津浦（九放第11160号）。栖本（九放第10619号）。泉（九放第		1,123,302世帯		民放4社共建		影響世帯数は全DTVエリア総数

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		親 オヤ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震により送信所が電力喪失となったため				九放第8878号		熊本局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		共建他事業者が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		南阿蘇（九放第9149号）。蘇陽（九放第9372号）。三加和（九放第9377号）。砥用（九放第9447号）。菊水（九放第9448号）。三角（九放第9504号）。立田山（九放第9677号）。玉東（九放第9885号）。玉名（九放第9886号）。熊本託麻（九放第9887号）。新和（九放第9968号）。苓北（九放第10095号）。天草（九放第10096号）。本渡北（九放第10416号）。鹿北（九放第9884号）。本渡（九放第10426号）。有明上津浦（九放第10582号）。栖本（九放第10588号）。泉（九放第1		1,123,302世帯		民放4社共建		影響世帯数は全DTVエリア総数

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:40:58		4/16/16		2:32:32		0:51:34		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所電源喪失により放送ＴＳ断となった為				九放第8981号		人吉局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所及び送信所の電源回復、並びにシステムチェンジにより復旧。		九放第10307号　水上局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		プ		4				○				○		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8983号		人吉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所電源回復により復旧。		九放第10300号　水上局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8985号		人吉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第10302号　水上局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8987号		人吉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第10272号　水上局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:40:58		4/16/16		2:32:32		0:51:34		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所電源喪失により放送ＴＳ断となった為				九放第8982号		水俣局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所及び送信所の電源回復、並びにシステムチェンジにより復旧。		牛深（九放第9148号）。芦北（九放第9362号）。湯浦（九放第9360号）。牛深魚貫（九放第9481号）。河浦（九放第9482号）。崎津（九放第9483号）。津奈木（九放第9703号）。牛深内の原（九放第9907号）。樋島（九放第9909号）。牛深真浦（九放第9908号）。牛深須口（九放第9965号）。牛深浅海（九放第10117号）。水俣西（九放第10118号）。牛深深海（九放第10432号）。牛深山の浦（九放第9910号）。水俣東（九放第10433号）。津奈木赤崎（九放第10615号）。松合（九放第1						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		プ		4				○				○		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8984号		水俣局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所電源回復により復旧。		ＴＫＵ牛深ＤＴＶ（九放第9110号）。ＴＫＵ芦北ＤＴＶ（九放第9733号）。ＴＫＵ湯浦ＤＴＶ（九放第9734号）。ＴＫＵ牛深魚貫ＤＴＶ（九放第9970号）。ＴＫＵ河浦ＤＴＶ（九放第10040号）。ＴＫＵ崎津ＤＴＶ（九放第10044号）。ＴＫＵ津奈木ＤＴＶ（九放第10756号）。ＴＫＵ樋島ＤＴＶ（九放第10919号）。ＴＫＵ牛深内の原ＤＴＶ（九放第10923号）。ＴＫＵ牛深須口ＤＴＶ（九放第10927号）。ＴＫＵ牛深真浦ＤＴＶ（九放第10953号）。ＴＫＵ牛深浅海ＤＴＶ（九放第11040号）。ＴＫＵ水俣西Ｄ						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8986号		水俣局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		牛深（九放第9115号）。芦北（九放第9730号）。湯浦（九放第9731号）。牛深魚貫（九放第9972号）。河浦（九放第10039号）。崎津（九放第10038号）。津奈木（九放第10766号）。牛深内の原（九放第10929号）。樋島（九放第10930号）。牛深真浦（九放第10932号）。牛深須口（九放第10933号）。牛深浅海（九放第10985号）。水俣西（九放第10963号）。牛深深海（九放第10976号）。牛深山の浦（九放第10983号）。水俣東（九放第11158号）。津奈木赤崎（九放第11157号）						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		プ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第8988号		水俣局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		牛深（九放第9112号）。芦北（九放第9678号）。湯浦（九放第9679号）。牛深魚貫（九放第9967号）。河浦（九放第10033号）。崎津（九放第10035号）。津奈木（九放第10757号）。牛深内の原（九放第10893号）。樋島（九放第10918号）。牛深真浦（九放第10920号）。牛深須口（九放第10921号）。牛深浅海（九放第10928号）。水俣西（九放第10963号）。牛深深海（九放第10976号）。牛深山の浦（九放第10977号）。水俣東（九放第11054号）。津奈木赤崎（九放第11056号）						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:40:58		4/16/16		2:32:32		0:51:34		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所電源喪失により放送ＴＳ断となった為				九放第9155号		阿蘇局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所及び送信所の電源回復、並びにシステムチェンジにより復旧。		九放第9167号　阿蘇北局。九放第9208号　肥後小国局。九放第9830号　波野局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9157号		阿蘇局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所電源回復により復旧。		九放第9166号　阿蘇北局。九放第9209号　肥後小国局。九放第9818号　波野局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9154号		阿蘇局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第9165号　阿蘇北局。九放第9206号　肥後小国局。九放第9843号　波野局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9156号		阿蘇局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第9168号　阿蘇北局。九放第9207号　肥後小国局。九放第9815号　波野局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:40:58		4/16/16		2:32:32		0:51:34		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所電源喪失により放送ＴＳ断となった為				九放第9361号		清和局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所及び送信所の電源回復、並びにシステムチェンジにより復旧。		九放第9363号　矢部局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9354号		清和局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所電源回復により復旧。		九放第9357号　矢部局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9373号		清和局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第9375号　矢部局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第9374号		清和局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第9378号　矢部局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:40:58		4/16/16		2:32:32		0:51:34		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所電源喪失により放送ＴＳ断となった為				九放第10613号		倉岳局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所及び送信所の電源回復、並びにシステムチェンジにより復旧。		九放第10614号　御所浦局。九放第11107号　宮田局。九放第10804号　御所浦嵐口局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第10592号		倉岳局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所電源回復により復旧。		九放第10620号　御所浦局。九放第11153号　宮田局。九放第10820号　御所浦嵐口局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第10616号		倉岳局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第10621号　御所浦局。九放第10985号　宮田局。九放第10808号　御所浦嵐口局						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		1:57:00		4/16/16		2:30:00		0:33:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所電源喪失により、併設する金峰山デジタル固定局が電源喪失したため。				九放第10581号		倉岳局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		送信所電源回復により復旧。		九放第10605号　御所浦局。九放第11075号　宮田局。九放第10809号　御所浦嵐口局。						影響世帯数は熊本DTVの総数に含む

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		9:55:00		4/16/16		11:20:00		1:25:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震による商用停電中に発電機が停止したため				九放第9481号		砥用局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		作業員が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		なし		1919世帯		民放4社共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		9:55:00		4/16/16		11:20:00		1:25:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震による商用停電中に発電機が停止したため。				九放第9398号		砥用局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		保守委託業者が緊急出向し、手動により発電機を再起動させて復旧した。		なし		1919世帯		民放4社共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		9:55:00		4/16/16		11:20:00		1:25:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震による商用停電中に発電機が停止したため。				九放第9416号		砥用局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		作業員が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		なし		1919世帯		民放4社共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		中 ナカ		4								0		4/16/16		9:55:00		4/16/16		11:20:00		1:25:00		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震による商用停電中に発電機が停止したため。				九放第9447号		砥用局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		作業員が現地出向し、手動により発電機を起動させて復旧する。その後受電回復。		なし		1919世帯		民放4社共建

																												0

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						R		親 オヤ		4				○				○		4/14/16		21:36:16		4/14/16		21:41:55		0:05:39		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		平成28年熊本地震（前震）により,速報体制を取る為に、テレビと同じ素材を選択しようとしたが、操作手順を誤り無音となる。				九放第40号		ＲＫＫ熊本Ｒ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)				人吉（九放第41号）。御所浦（九放第383号）。阿蘇（九放第919号）。荒尾（九放第956号）。南阿蘇（九放第6593号）。蘇陽南（九放第6806号）。蘇陽北（九放第6807号）。小国（九放第7003号）。河浦（九放第7352号）。		1,107,258世帯				停波はなく、無変調状態。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						FM		親 オヤ		4				○				○		4/14/16		21:36:16		4/14/16		21:41:55		0:05:39		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		平成28年熊本地震（前震）により,速報体制を取る為に、テレビと同じ素材を選択しようとしたが、操作手順を誤り無音となる。				九放第11411号		ＲＫＫ熊本ＦＭ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)				なし		600,915世帯				停波はなく、無変調状態。試験放送期間中。本放送は2016/4/20～

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						R		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		1:27:23		4/16/16		1:30:13		0:02:50		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震により,速報体制を取る為に、非常SWでニュースバードを選択したが、電源喪失により無音となる。				九放第40号		ＲＫＫ熊本Ｒ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)				人吉（九放第41号）。御所浦（九放第383号）。阿蘇（九放第919号）。荒尾（九放第956号）。南阿蘇（九放第6593号）。蘇陽南（九放第6806号）。蘇陽北（九放第6807号）。小国（九放第7003号）。河浦（九放第7352号）。		1,107,258世帯				停波はなく、無変調状態。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						FM		親 オヤ		4				○				○		4/16/16		1:27:23		4/16/16		1:30:13		0:02:50		停電 テイデン		停電 テイデン		平成28年熊本地震により,速報体制を取る為に、非常SWでニュースバードを選択したが、電源喪失により無音となる。				九放第11411号		ＲＫＫ熊本ＦＭ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)				なし		600,915世帯				停波はなく、無変調状態。試験放送期間中。本放送は2016/4/20～

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						R		中 ナカ		4				○				○		4/16/16		1:25:42		4/18/16		15:45:00		62:19:18		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		平成28年熊本地震により送信空中線破損により停波				九放第6807号		ＲＫＫ蘇陽北Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		空中線を仮修理。		なし		11,405世帯

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送						DTV		中 ナカ		8				○				○		8/3/16		15:26:23		8/3/16		17:44:55		2:18:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		IF-TTL制御において、何らかの理由で「放送休止」のステータスを発したため。				九固第12842号		OBSたけたテレビ　固定局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて異常検知、竹田局ヘ出向し制御ケーブル切り離して復旧。		九放第10466号。九放第10710号。九放第10969号		2159世帯		共建		遠距離であり、現地到着まで時間を要した上、原因究明までさらに時間を要した。　　苦情件数　0

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		宮崎放送						R		親 オヤ		4				○				○		4/4/16		12:37:30		4/4/16		12:42:45		0:05:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		自動制御盤のリレーボード（外部入力）の焼損による誤作動で停止信号が入る。				九放第42号		宮崎Ｒ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		自動制御盤のリレーボード		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモコンによる遠隔制御による放送機起動を実施。				370,272世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエム長崎						FM		親 オヤ		9				○				○		9/12/16		11:49:00		9/12/16		12:02:00		0:13:00		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による瞬停が繰り返し起こり、本社演奏所のＵＰＳがバッテリー不足を起こし、停電の際に電源断。ＳＴＬ送信機も落ちた事により、親局・佐世保の送信機も出力を停止。これに連なる中継局も停波した。				九放第2242号		エフエム長崎。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモコンも一時使用不可状態に陥った為、復旧まで時間がかかりました。		九放第2243号。九放第3361号。九放第3362号。九放第3363号。九放第6636号。		571,589世帯 セタイ		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		エフエム宮崎						FM		中 ナカ		6				○				○		6/3/16		16:29:00		6/3/16		18:38:00		2:09:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源部の制御回路不良のため、電力増幅部の電源供給が途絶えた。				九放第3751号		延岡FM　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備系に切り替えた。		九放第3971号（高千穂FM）		11万6千世帯 マンセンセタイ		共建		約7万2千世帯　共建（延岡FM）、約4千４百世帯　共建（高千穂FM）

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		FMからつ						CFM		C親 オヤ		8				○				○		8/28/16		12:08:00		8/28/16		12:13:00		0:05:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷によるISDN回線の伝送エラー				九放第10340号		FMからつ局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本シティエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/16/16		1:26:00		4/16/16		1:46:00		0:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		地震 ジシン		震度７の地震により本社側が停電したが、この時ＵＰＳ装置が作動せず放送停止となった。				九放第7353号		熊本ＦＭ　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		ＵＰＳ装置		事業者が自ら対応(その他)		携帯用発電機を起動させて放送確保のために必要な機器に電源を供給した。		なし		298,060世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		一般財団法人まちづくり曽於						CFM		中 チュウ		9				○				○		9/20/16		3:05:00		9/20/16		16:45:00		13:40:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						九放第11436号		白鹿岳中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電、停波を検知。現地出向して商用停電を確認。商用電源復旧の見込みがないので発電機を仮設し放送開始。		なし		約790世帯		単独 タンドク		台風16号通過後の道路状況悪化、発電機手配等で遅延

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		一般財団法人まちづくり曽於						CFM		中 チュウ		9				○				○		9/20/16		2:40:00		9/20/16		7:47:00		5:07:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						九放第11437号		月野中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		監視装置にて停電、停波を検知。現地出向して商用停電を確認。商用電源復旧の見込みがないので発電機を仮設し放送開始。		なし		約840世帯		単独 タンドク		台風16号通過後、電気事業者にて商用電源復旧

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		一般財団法人まちづくり曽於						CFM		中 チュウ		9				○				○		9/20/16		2:48:00		9/20/16		17:50:00		15:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						九放第11438号		恒吉中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電、停波を検知。現地出向して商用停電を確認。商用電源復旧の見込みがないので発電機を仮設し放送開始。		なし		約320世帯		単独 タンドク		台風16号通過後の道路状況悪化、発電機手配等で遅延

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		一般財団法人まちづくり曽於						CFM		中 チュウ		9				○				○		9/20/16		2:00:00		9/20/16		5:30:00		3:30:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						九放第11439号		南之郷中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		監視装置にて停電、停波を検知。現地出向して商用停電を確認。商用電源復旧の見込みがないので発電機を仮設し放送開始。		なし		約100世帯		単独 タンドク		台風16号通過後、電気事業者にて商用電源復旧

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						R		中 チュウ		9				○				○		9/19/16		21:38:27		9/20/16		1:48:00		4:09:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風16号の雷・強風によるインピーダンス変動				九放第8116号		NHK諫早R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		整合回路の調整により復旧		なし		205,620世帯		NBC共建

																												0

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						R		中 チュウ		7				○				○		7/23/16		13:44:47		7/23/16		14:05:59		0:21:12		設備故障 セツビコショウ		その他		制御ロジックの不具合。メインから予備に切替えた際に予備が無変調となる。				沖放第539号		RBC伊良部R　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		分配装置		事業者が自ら対応(系切替)		切替制御を自動選択に変更後、メイン回線に切替わり復旧。				21,196世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		プ		7				○				○		7/29/16		14:18:01		7/29/16		14:18:02		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第622号		RBC平良DTV　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第624号(多良間DTV)。沖放第631号(石垣DTV)。沖放第632号(川平DTV)。沖放第637号(祖納DTV)。沖放第638号(与那国DTV)。沖放第642号(内道DTV)		44,685世帯		共建		平良DTV 　21,196世帯。多良間DTV 496世帯。石垣DTV　 19,875世帯。川平DTV　 2,062世帯。祖納DTV　 344世帯。与那国DTV 283世帯。内道DTV　 429世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		プ		7								0		7/29/16		14:18:01		7/29/16		14:18:02		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第629号		OTV平良DTV　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第627号 （OTV多良間DTV）。沖放第628号（OTV石垣DTV）(プラン局）。沖放第634号（OTV川平DTV）(プラン局）。沖放第635号（OTV祖納DTV）。沖放第640号（OTV与那国DTV）。 沖放第643号（OTV内道DTV）。　　　　　　 　		21,196世帯		共建		下位局世帯数　　OTV多良間DTV(496)、OTV石垣DTV(19,875)、 OTV川平DTV(2,062)、OTV祖納DTV(344)、OTV与那国DTV(283)、OTV内道DTV(429)

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		プ		7								0		7/29/16		14:18:01		7/29/16		14:18:02		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第621号		QAB平良DTV。プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第623号(多良間DTV)。沖放第630号(石垣DTV)。沖放第633号(川平DTV)。沖放第636号(祖納DTV)。沖放第639号(与那国DTV)。沖放第641号(内道DTV)。		44,685世帯		共建		平良DTV 　21196世帯。多良間DTV 496世帯。石垣DTV　 19875世帯。川平DTV　 2062世帯。祖納DTV　 344世帯。与那国DTV 283世帯。内道DTV　 429世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						R		親 オヤ		8				○				○		8/6/16		18:34:25		8/6/16		18:35:27		0:01:02		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS(自動送出装置)へのデータ入力ミスにより無音となる。				沖放第23号		本社Rマスター　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		穴埋めBGMを自動送出。		沖放第23号(那覇R)。沖放第507号(名護R)。沖放第514号(国頭R)。沖放第528号(石垣R)。沖放第529号(祖納R)。沖放第530号(与那国R)。沖放第539号(伊良部R)。沖放第540号(多良間R)。沖放第573号(南大東R)。		573,905世帯		共建		那覇R　500,266世帯。名護R　29,023世帯。国頭R　239世帯。石垣R　20,524世帯。祖納R　354世帯。与那国R　713世帯。伊良部R　21,196世帯。多良間R　499世帯。南大東R　1,091世帯。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		プ		9				○				○		9/8/16		9:20:53		9/8/16		9:20:55		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第622号		RBC平良DTV　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第624号(多良間DTV)。沖放第631号(石垣DTV)。沖放第632号(川平DTV)。沖放第637号(祖納DTV)。沖放第638号(与那国DTV)。沖放第642号(内道DTV)		44,685世帯		共建		平良DTV 　21,196世帯。多良間DTV 496世帯。石垣DTV　 19,875世帯。川平DTV　 2,062世帯。祖納DTV　 344世帯。与那国DTV 283世帯。内道DTV　 429世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		プ		9								0		9/8/16		9:20:54		9/8/16		9:20:55		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第629号		OTV平良DTV　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第627号 （OTV多良間DTV）。沖放第628号（OTV石垣DTV）(プラン局）。沖放第634号（OTV川平DTV）(プラン局）。沖放第635号（OTV祖納DTV）。沖放第640号（OTV与那国DTV）。 沖放第643号（OTV内道DTV）。　　　　　　 　		21,196世帯		共建		下位局世帯数　　OTV多良間DTV(496)、OTV石垣DTV(19,875)、 OTV川平DTV(2,062)、OTV祖納DTV(344)、OTV与那国DTV(283)、OTV内道DTV(429)

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		プ		9								0		9/8/16		9:20:53		9/8/16		9:20:55		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		米須陸揚室局付近での落雷により装置内に過電流が導通し、一時的に通信断(瞬断)が発生し放送中止。				沖放第621号		QAB平良DTV。プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT伝送路設備		他事業者(電気通信事業者)にて対応		自然復旧		沖放第623号(多良間DTV)。沖放第630号(石垣DTV)。沖放第633号(川平DTV)。沖放第636号(祖納DTV)。沖放第639号(与那国DTV)。沖放第641号(内道DTV)。		44,685世帯		共建		平良DTV 　21196世帯。多良間DTV 496世帯。石垣DTV　 19875世帯。川平DTV　 2062世帯。祖納DTV　 344世帯。与那国DTV 283世帯。内道DTV　 429世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ラジオ沖縄						R		中 チュウ		4				○				○		4/17/16		10:14:00		4/17/16		10:14:30		0:00:30		その他 タ		その他 タ		ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ伝送に使用している沖縄県総合行政無線ATM架の電源が断となったため。				沖放第531号		石垣Ｒ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ伝送を現用から予備ISDN回線で運用した。		祖納Ｒ（沖放第532号）、与那国Ｒ（沖放第533号）		20,524世帯		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエム沖縄						FM		親 オヤ		7				○				○		7/30/16		9:14:44		7/30/16		9:28:05		0:13:21		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		親局送信所への落雷によるものと思われるＳＴＬ受信部異常が発生し、放送が無変調になる。				沖放第119号		ＦＭ沖縄那覇送信所(親局) オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		バックアップ用ISDN回線は接続できたが、接続装置(CODEC)の音声出力アンプ部の不具合で音声送出が出来ない状態となる。技術要員が現場に赴き、手動でＳＴＬ受信部を再起動により復旧。		沖放第120号（ＦＭ沖縄今帰仁（なきじん）中継局）		約470,465世帯				※那覇局：約431,370世帯、今帰仁局：約39,095世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMとよみ						CFM		C親 オヤ		4				○				○		4/9/16		4:56:00		4/9/16		5:29:00		0:33:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による送信機不良				沖放第595号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		バックアップ用の送信機２に切替え対応		なし

																												0

				本省 ホンショウ						ＢＳ日本						幹 ミキ				11				○				○		11/7/16		18:00:00		11/7/16		18:04:35		0:04:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音声が無音となった（映像、データ放送については問題なし）										番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備の装置に切り替えて復旧

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ビーエスＦＯＸ						幹 ミキ				11				○				○		11/23/16		15:29:00		11/23/16		15:47:00		0:03:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		「福岡ソフトバンクホークス ファンフェスティバル スペシャル！[生]」：生放送現地制作設備出力信号において、第2ステレオ音声（3・4ch）に時折、無音が発生(無音時間の合計は正味3分未満)										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		副調整室設備にて第1ステレオ音声（1・2ch）トラックを第2ステレオ音声（3・4ch）トラックに複製し、復旧。

				本省 ホンショウ						サテライト・サービス						幹 ミキ				11				○				○		11/26/16		23:19:52		11/26/16		23:20:26		0:00:34		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音声の異常を認知した				CS第116号、CS第128号、CS第129号、CS第133号、CS第134号						番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		音声の異常を認知したが自然復旧。再発防止のためエンコーダを予備系統へ切替え。								#341 アニマルプラネット

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 ミキ				12				○				○		12/13/16		10:55:01		12/13/16		10:55:02		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		不明波の混信による回線品質劣化										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		不明波消滅まで待機								#161 ＱＶＣ（ｷｭｰｳﾞｨｰｼｰ）、#297 ＴＢＳチャンネル２、#322 スペースシャワーＴＶ、#331 　ｶｰﾄｩｰﾝ ﾈｯﾄﾜｰｸ、#351 ＴＢＳニュースバード、#312 FOX

				本省 ホンショウ						CS日本						幹 ミキ				12				○				○		12/13/16		10:55:01		12/13/16		10:55:02		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他)		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		ECM制御装置に起因する放送障害が予見されたため、ECM制御装置を予備系統へ切替え。								#257 日テレジータス、#295 MONDO TV、#300 日テレプラス、#316 AXNミステリー、#321 スペースシャワーTV プラス

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 ミキ				12				○				○		12/31/16		23:45:00		12/31/16		23:51:04		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		生中継を行なう為に構築した臨時放送設備（副調整室）へ渡す基準信号の分配器で故障が生じ、生中継の放送映像が同期ずれ状態になった。予備系統へ切替後の中継映像信号確認が十分でなく、復旧と誤認し複数回の系統切替を行なってしまった。				BS第89号						番組送出設備		番組送出設備(その他)		信号分配器		事業者が自ら対応(系切替)										(1)1/30の停波作業において当該機器の交換を行なった。 (2)臨時放送設備設置の際、事前に全放送系統通しての信号確認が出来るような試験設備系統を構築した。 (3)生中継の際、主調整室内で同期ずれや信号異常が容易に確認できる環境を構築した。

				本省 ホンショウ						ビーエスフジ						幹 ミキ				2				○				○		2/27/17		17:19:19		2/27/17		17:20:53		0:01:34		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		保守終了後の確認ミス。今回、独立データ放送（780ch）を放送する上で、必須の機器（PMT送出装置1系）も保守しておりました。その保守中、当該装置を予備機（PMT送出装置2系）に切り替えて放送しておりましたが、保守終了後、点検のために自己診断モードで起動していたPMT送出装置1系が、通常モードに戻ったことを確認しないまま、現用に切替えたために、本線の多重化装置（MUX）へのPMTデータの入力が停止し、結果、受信機が独立データ放送を受信する際に必須のデータであるPMTが取得できず、今回の事故となりました。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		データ放送用PMT1系送出装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		パッチ処置により、正常状態であったPMT送出装置2系の出力を本線MUXへ入力し一次復旧を行い、PMT送出装置1系を通常モードで起動した後にTSアナライザにてPMT送出を確認した上で、現用に切り戻しを行った。以後、正常送出。								今回のデータ放送に関する放送事故は、データ放送機器の保守中に発生した保守終了後の確認ミスという人為的なミスによる放送事故です。そこで、再発防止策として、担当メーカーには、保守手順書の再見直しを要請するともに、確実な保守点検実行の徹底を“強く”お願い致しました。＜視聴者からの問い合わせ＞衛星・地域放送界へ第一報した17/02/27　20:00時点から今日にかけて、本件に関する視聴者からの問い合わせはありません。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スーパーネットワーク						幹 ミキ				3				○				○		3/6/17		3:04:55		3/6/17		3:33:20		0:28:25		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		クローズドキャプション用字幕データが出力せず。										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										番組名：サンダーバードHD　完全版（二か国語）  ＃1　SOS原子旅客記

				本省 ホンショウ		注 チュウ				WOWOW						幹 ミキ				3				○				○		3/12/17		12:15:00		3/12/17		13:49:05		1:34:05		その他 タ		その他 タ		発生時間にて、CS621chのみデュアルステレオ放送のはずが主音声(1ch/2ch)のみ放送され、副音声(3ch/4ch)が選択できない状態となった。主音声のみのまま放送終了。				BS第7号～BS第10号、BS第77号、BS第78号及びBS第126号						番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		当社番組情報システムから番組情報の変更（音声モード）を行った際、BS側番組情報システムでは情報更新されたが、CS側番組情報システムへ変更情報が更新されなったことが原因。当社番組情報システムを改修することで対応。 バングミジョウホウヘンコウオンセイオコナサイガワバングミジョウホウジョウホウコウシン

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:18:56		0:18:56		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								103ch：Cool Lounge  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:18:51		0:18:51		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								104ch：SOFT ROCK  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:19:34		0:19:34		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								105ch：BALLADE  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:19:53		0:19:53		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								106ch：MEGA HITS  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:19:53		0:19:53		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								107ch：POPS REFRAIN  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:34:22		0:34:22		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								109ch：J-POP REFRAIN  管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:22:26		0:22:26		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								110ch：演歌HITS    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:25:42		0:25:42		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								112ch：HEALING    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:25:23		0:25:23		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								113ch：ACOUSTIC    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:30:27		0:30:27		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								114ch：GOOD VIBRATION    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10								0		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:35:24		0:35:24		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								115ch：FOUR SEASONS    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				10				○				○		10/7/16		0:00:00		10/7/16		0:37:01		0:37:01		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		サーバーメンテナンス時の作業手順に確認漏れがあり、再生措置プレイリスト配信がされなかった為、予定楽曲を再生しなかった。										番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組再生装置(NEXTY Player）		事業者が自ら対応(その他)		音声モニターにより異常を確認。再生装置に該当日のプレイリストが配信されていなかった為、手動でプレイリストを配信								118ch：CLASSIC GARDEN    管理装置のプレイリスト配信状態表示を配信成否を反映するよう修正済み。再生装置を更新し翌々日のプレイリストまで表示するよう改善中（2017/07完了予定）。

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				10				○				○		10/20/16		16:45:23		10/20/16		16:45:37		0:00:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		16:45 映像の異常を認知。エンコーダーを予備系統へ切替え。								#583 スカチャン３

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				11				○				○		11/9/16		22:22:17		11/9/16		22:29:26		0:07:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替)		22:22 断続的に映像、音声の異常を認知。22:23:38 自然復旧。22:28:56 異常再発。22:29:26 エンコーダーを予備系統へ切替え。								#947 チェリーボムＨＤ

				本省 ホンショウ						ｽｶﾊﾟｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ						般 ハン				12				○				○		12/28/16		18:21:25		12/28/16		18:21:48		0:00:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		衛星回線への不明波の混信										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		18:21 映像、音声の異常を認知。不明波の消滅に伴い復旧。								#535 ヌーヴェルパラダイス、#537 パチ・スロ　サイトセブンＴＶ、#677 アニマルプラネット、#692 （ケイリンライブ）ＳＰＥＥＤチャンネル、#958 バニラスカイチャンネル

				本省 ホンショウ						USEN						般 ハン				1				○				○		1/12/17		12:45:09		1/12/17		13:03:19		0:18:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ピンプラグの接続不良										放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										I-80「NHK第一(青森）」で無音

																												0

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		10				○				○		10/20/16		11:57:20		10/20/16		11:58:27		0:01:07		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		設備作業における想定外の制御動作による送信機停止による				北放第1221号		旭川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		送信機強制起動により復旧。その後、制御に関わる不要条件を解消し、以降正常。		なし		171,167世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムもえる						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/26/16		21:43:00		10/26/16		22:17:00		0:34:00		停電 テイデン		雷 カミナリ		雷により、漏電電気ブレーカーが誤作動したものと思われる。				北放第3680号		エフエムるもい　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		漏電電気ブレーカー		事業者が自ら対応(系切替)		電気事業者点検の上、漏電ブレーカーを再起動		なし		10723世帯		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		11				○				○		11/13/16		3:41:52		11/13/16		3:42:06		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電による停波（蓄電池なし）。				北放第691号		STV名寄放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧				約3万世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 ナカ		11				○		×		0		11/13/16		3:41:54		11/13/16		3:42:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第361号		名寄FM　その他局 ナヨロタキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第366号。
北放第365号。北放第386号。北放第733号。		61,585世帯		単独		故障した設備はなし
北放第361号 世帯数 28,948　   単独、北放第366号　世帯数 14,787     単独、 　
北放第365号　世帯数 12,182     単独、北放第386号　 世帯数  3,423     単独  、北放第733号　世帯数  2,245　　 単独　　 （計　61,585）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FM		中 ナカ		11						×		0		11/13/16		3:41:54		11/13/16		3:42:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3620号		VICS名寄。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号		61,585世帯		単独		故障した設備はなし
北放第3620号 世帯数 28,948　   単独、北放第3621号　世帯数 14,787     単独、 　
北放第3623号　世帯数 12,182     単独、北放第3624号　 世帯数  3,423     単独  、北放第3627号　世帯数  2,245　　 単独　　 （計　61,585）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/13/16		4:31:54		11/13/16		4:32:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		4:31:54		11/13/16		4:32:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		4:31:54		11/13/16		4:32:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		4:31:54		11/13/16		4:32:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第 4287  号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/13/16		5:09:01		11/13/16		5:09:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		5:09:01		11/13/16		5:09:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		5:09:01		11/13/16		5:09:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		5:09:01		11/13/16		5:09:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第 4287  号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		11						×		0		11/13/16		5:09:01		11/13/16		5:09:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		11				○		×		0		11/13/16		6:42:46		11/13/16		6:42:58		0:00:12		停電 テイデン		雷 カミナリ		雷害による商用受電障害が発生				北放第1468号		函館局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		雷害による商用受電障害が発生し、予備電源へ自動切換え。出向し、自社にて復旧作業実施。		なし		171,167世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/15/16		1:45:59		11/15/16		1:46:09		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/15/16		1:45:59		11/15/16		1:46:09		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/15/16		1:45:59		11/15/16		1:46:09		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/15/16		1:45:59		11/15/16		1:46:09		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第 4287  号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		11						×		0		11/15/16		1:45:59		11/15/16		1:46:09		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		×		0		11/18/16		12:29:46		11/18/16		12:29:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/18/16		12:29:46		11/18/16		12:29:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						×		0		11/18/16		12:29:46		11/18/16		12:29:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						×		0		11/18/16		12:29:46		11/18/16		12:29:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第 4287  号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		11						×		0		11/18/16		12:29:46		11/18/16		12:29:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/1/16		18:59:03		12/1/16		19:00:06		0:01:03		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		運行プログラムの設定ミス				北放第3035号		ＦＭとよひら　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))				なし		81891世帯		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○				○		12/4/16		20:47:25		12/4/16		20:50:03		0:02:38		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						北放第2500号		江差ラジオ局。プラン局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		電気通信事業者の設備		事業者が自ら対応(系切替)		予備回線に切替えて復旧。				13,802世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 ナカ		12								0		12/4/16		20:47:25		12/4/16		20:50:03		0:02:38		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		電気通信事業者の回線障害により江差ラジオ局の音声が断となり、北檜山ラジオ局向けSTL音声が断となった。				北放第2501号		北檜山ラジオ局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		電気通信事業者の設備		事業者が自ら対応(系切替)		江差ラジオ局の音声が予備回線への切替により回復したことに伴い回復。				5,184世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/8/16		9:00:00		12/8/16		15:00:00		6:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4205号		若佐DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		障害対応のため緊急出向。現地到着前に自然復旧。				290世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		×		0		12/9/16		9:54:00		12/9/16		9:54:08		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。				北放第11号		釧路ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発に切り替わり復旧。				134,261世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		12						×		0		12/9/16		9:54:00		12/9/16		9:54:08		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電による停波（蓄電池なし）。				北放第690号		STV釧路放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧				約17万世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/11/16		20:30:00		12/12/16		14:00:00		17:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		等化器の不具合により、品質が劣化して送信されていたため受信世帯に影響が出た。				北放第4243号		上士別DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、故障した回路を切り離し復旧		なし		1,202世帯 セタイ		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中 ナカ		1				○				○		1/22/17		13:34:00		1/22/17		16:35:00		3:01:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT函館交換局内の基盤故障				北放題3682号		はこだてFM日浦中継				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		電気通信事業者(NTT)による当該基盤交換作業により復旧。		無し		890世帯		単独		自局設備に不具合無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		1				○				○		1/22/17		13:36:24		1/22/17		13:41:41		0:05:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第3808号		函館DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機（保護機能作動）及び中継回線機器 ソウシンキホゴキノウサドウ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		リモコンにより設備リセットを行い復旧。		北放第3946号。北放第3975号。北放第4013号。北放第4062号。北放第4190号。北放第4200号。北放第4284号。北放第4316号。北放第4375号。北放第4678号。北放第4761号。北放第4775号。		186,709世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		中 ナカ		1				○				○		1/28/17		21:40:27		1/28/17		22:51:17		1:10:50		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		アンテナへの着雪によるインピーダンス低下に伴い、送信機の保護機能が作動したと推測。 スイソク				北放第1466号		STV留萌放送(その他の局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		送信機保護動作回復後、復旧				約1万5千世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		2				○		×		0		2/24/17		15:29:31		2/24/17		15:29:38		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。				北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発に切り替わり復旧。				20,542世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVﾗｼﾞｵ						R		プ		2						×		0		2/24/17		15:29:31		2/24/17		15:29:38		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電による停波。（蓄電地なし）。				北放第3241号		STV遠別放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により復旧				約2万世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/24/17		15:44:00		3/24/17		16:34:00		0:50:00		その他 タ		その他 タ		サーキットブレーカーの異常＝電源遮断によりUPSが作動したが、電源供給時間超過により送信機へUPSからの予備電源供給されず停波となった。				北放第2659号		エフエムはまなす（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		午後３時４４分　社内事務所にて局員３名がエアモニにて放送中断（無音状態）を確認→電気通信業者（札幌）及び市防災対策室へ連絡→北海道総合通信局へTEL事故報告→演奏所内送出設備の原因究明作業開始→演奏所設備異常なし。　　午後４時０３分　いわみざわ公園送信所へ出発。午後４時３２分　送信所到着→ブレーカー電源遮断の異常状態確認→当該異常によりUPS及び送信機への電源供給されていない事確認し停波発覚→復旧作業開始。　午後４時３４分　ブレーカー電源ONによりUPS及び送信機が正常作動し復旧→他の機器の異常がないか確		なし		36352世帯		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		3				○				○		3/27/17		11:52:11		3/27/17		11:52:21		0:00:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		新設HOTnet-IP回線テスト中、設定変更タイミングで放送本線に影響。				北放第3778号		帯広DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		設定変更終了のタイミングで復旧。		足寄(北放第3912号)。広尾(北放第4176号プラン局)。新得(北放第4085号)。陸別(北放第4254号)。忠類(北放第4106号)。本別(北放第3963号)。本別沢(北放第4695号)。厚内(北放第4802号)。豊頃茂岩(北放第4596号)。広尾丸山(北放第4592号)。		148,509世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		3				○				○		3/27/17		11:52:11		3/27/17		11:52:21		0:00:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		新設HOTnet-IP回線テスト中、設定変更タイミングで放送本線に影響。				北放第3776号		釧路DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		設定変更終了のタイミングで復旧。		中標津(北放第3914号プラン局)。根室(北放第4145号プラン局)。羅臼(北放第4150号)。弟子屈(北放第4215号)。阿寒湖畔(北放第4273号)。根室花咲(北放第4582号)。霧多布(北放第4324号)。阿寒(北放第4018号)。川湯(北放第4274号)。標茶ルルラン(北放第4560号)。中標津西町(北放第4787号)。羅臼緑町(北放第4783号)。布伏内(北放第4793号)。白糠西(白糠）(北放第3862号)。		154,148世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		3				○				○		3/27/17		11:52:11		3/27/17		11:52:21		0:00:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		新設HOTnet-IP回線テスト中、設定変更タイミングで放送本線に影響。				北放第3779号		網走DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		設定変更終了のタイミングで復旧。		北見(北放第3812号プラン局)。紋別(北放第3968号プラン局)。滝上(北放第4232号プラン局)。遠軽(北放第3920号プラン局)。留辺蘂(北放第4172号)。丸瀬布(北放第4304号)。興部(北放第4519号)。佐呂間(北放第3966号)。置戸(北放第3855号)。若佐(北放第4205号)。津別(北放第4209号)。訓子府(北放第4182号)。常呂(北放第4803号)。網走新町(北放第4799号)。北見若葉(北放第4817号)。佐呂間知来(北放第4073号)。北見仁頃(北放第4934号)。		139,598世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		3				○				○		3/27/17		11:52:11		3/27/17		11:52:21		0:00:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		新設HOTnet-IP回線テスト中、設定変更タイミングで放送本線に影響。				北放第3777号		室蘭DTV。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		設定変更終了のタイミングで復旧。		登別(北放第3951号)。室蘭輪西(北放第4740号)。室蘭母恋(北放第4720号)。室蘭知利別(北放第4729号)。豊浦(北放第4091号)。幌別(北放第4661号)。室蘭陣屋(北放第4606号)。登別東(北放第4613号)。鷲別(北放第4504号)。黒松内(北放第4525号)。		168,126世帯		単独		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		3				○		×		0		3/30/17		14:10:36		3/30/17		14:10:47		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害による商用受電障害が発生				北放第1468号		函館局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		雷害による商用受電障害が発生し、予備電源へ自動切換え。出向し、自社にて復旧作業実施。		なし		171,167世帯		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/30/17		18:19:00		3/30/17		18:43:00		0:24:00		停電 テイデン		自然故障		御前水送信所用北電電線が、風と大雪で切断し停電（17：21停電アラーム受信）。発電機接続が間に合わずＵＰＳ電源が枯渇したため放送が停止した。本来６時間もつはずのＵＰＳがエラーになっており電源供給できなかった。				北放第3887号		ＦＭびゅー親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				他事業者(電気事業者)にて対応		発電機に切替電源供給。その後約３０分後に電気事業者が到着し仮復旧を行って商用電源に切替。				56,641世帯

																												0										0:00:00

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/30/16		7:59:38		10/30/16		7:59:50		0:00:12		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに戻り復旧		東放8633～東放8645　　　東放８８３０（中継局１４局分）

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/7/16		5:59:55		11/7/16		6:05:23		0:05:28		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音声制御設定ミスで無音（映像は正常）				東放第6703号		盛岡DTV（親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		本来送出されるべき素材を手動ボタンで強制送出		テレビ岩手所属のDTV全局　　東放第6796-6798,6847,6851,6930,7006-7012,7241,7296,7307,7312,7318,7324,7329,7331,7337,7343,7354,7360,7739,7779-7789,7951,7957,7963,7969,7975,7981,8189,8193,8197,8201,8205,8209,8213,8217,8221,8225,8229,8233,8311,8315,8319,8383,8713号		約49万世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 ナカ		12				○		□		0		12/19/16		13:01:45		12/19/16		13:11:22		0:09:37		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7059号		蔵王温泉局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		ＴＴＬ受信設備		事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。				346世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送						DTV		中 ナカ		12						□		0		12/19/16		13:05:09		12/19/16		13:08:21		0:03:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7065号		蔵王温泉局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		天候回復により復旧				346世帯		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 ナカ		12						□		0		12/19/16		13:01:49		12/19/16		13:08:20		0:06:31		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		TTL回線伝搬路でフェージングの発生により受信入力が低下してSQ動作し、信号断となった。				東放第7056号		蔵王温泉DTV局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。				346世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/27/16		16:24:00		12/27/16		20:29:33		4:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		獣害による送受分離光伝送ケーブル断						湯瀬DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、光ケーブル予備芯に接続替えし復旧。		下位局なし		154世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		12								0		12/27/16		16:24:00		12/27/16		20:29:33		4:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		獣害による送受分離光伝送ケーブル断						湯瀬DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、光ケーブル予備芯に接続替えし復旧。		下位局なし		154世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						DTV		中 ナカ		12								0		12/27/16		16:24:00		12/27/16		20:29:33		4:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		獣害による送受分離光伝送ケーブル断				東放第7686号		湯瀬DTV局　その他の局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、光ケーブル予備芯に接続替えし復旧。		下位局なし		154世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田テレビ						DTV		中 ナカ		12								0		12/27/16		16:24:00		12/27/16		20:29:33		4:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		獣害による送受分離光伝送ケーブル断				東放第7702号		AKT湯瀬DTV局  中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、光ケーブル予備芯に接続替えし復旧。		下位局なし		154世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田朝日放送						DTV		中 ナカ		12								0		12/27/16		16:24:00		12/27/16		20:29:33		4:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		獣害による送受分離光伝送ケーブル断						湯瀬DTV局  中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて故障検知。現地出向し、光ケーブル予備芯に接続替えし復旧。		下位局なし		154世帯		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/27/16		23:00:04		12/27/16		23:42:00		0:41:56		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに戻り復旧		東放8633～東放8645　　　東放８８３０（中継局１４局分）

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送						R		中 ナカ		1				○				○		1/15/17		7:35:00		1/15/17		8:35:00		1:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		空中線に着雪し反射が増大したため、放送機の保護機能が働き停止した。				東放第6564号		田野畑Ｒ　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて故障検知。10分後の自動ﾘｾｯﾄで復旧せず、技術部員が出向準備していたが、1時間後の自動ﾘｾｯﾄで復旧となった。				9,021世帯		共建		放送停止となったのはIBCのみ。

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						DTV		親 オヤ		2				○				○		2/11/17		14:18:01		2/11/17		14:18:20		0:00:19		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷によりＳＴＬ送信機が異常となり、その影響で放送機が1号機から2号機に切り替わって放送中断となった。				東放第6682号		秋田DTV局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)				下位局52局		415,550世帯		単独

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送						R		親 オヤ		3				○				○		3/19/17		19:58:00		3/19/17		19:59:00		0:01:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		運行データの作成ミスにより無音発生。				東放第9号		TBC仙台R 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		バックアップ音楽に自動切替。運行データが正常部分となったところで復旧。		東放第１０号。東放第１３２号。東放第４６２７号		約94万世帯

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		親 オヤ		3				○				○		3/21/17		13:55:00		3/21/17		14:00:00		0:05:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送運行データの誤入力。運行データの延長対応データ確認ミス及びデータ変更ミスのため放送休止。				東放第6678号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		14時に本来の運行データに自動復旧		東放第6816号。東放第6820号。東放第6990号。東放第6995号。東放第6999号。東放第7003号。東放第7073号。東放第7101号。東放第7458号。東放第7531号。東放第7543号。東放第7558号。東放第7594号。東放第7601号。東放第7623号。東放第7640号。東放第7646号。東放第7658号。東放第7664号。東放第7916号。東放第7928号。東放第7938号。東放第7944号。東放第8019号。東放第8131号。東放第8153号。東放第8158号。東放第8280号。東放第		674663世帯

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		中 ナカ		3				○		△		0		3/27/17		7:07:56		3/27/17		7:14:32		0:06:36		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信アンテナに湿った雪が着雪して、上位電波の受信不良となった				東放第8701号		西郷羽太				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		他事業者(電気事業者)にて対応				下位局なし		174世帯		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		中 ナカ		3				○		△		0		3/27/17		8:59:45		3/27/17		9:04:14		0:04:29		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信アンテナに湿った雪が着雪して、上位電波の受信不良となった				東放第8391号		大里				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		他事業者(電気事業者)にて対応				下位局なし		122世帯		共建

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田テレビ						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/30/17		16:41:06		3/30/17		19:13:24		2:32:18		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第7287号		AKT東由利DTV局  中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて異常検知。現地出向し、MCCB再投入。		東放第7469号		831世帯		共建		影響を受けたのは、AKTのみ。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムいわぬま						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/15/16		16:42:27		11/15/16		16:43:59		0:01:32		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		CS放送を受信しているチューナーのバックアップ設定が作動し、無音状態になった。利用しているミュージックバードのチューナーには、受信レベルが設定値より小さくなった場合外付けプレイヤーからBGMを放送する設定をすることができるが、エフエムいわぬまではプレイヤーを接続していないためバックアップ設定が作動すると無音状態となる。本来であれば受信状態が悪い場合、送信所に設置している無音検知器とプレイヤーを使用し無音状態を回避しているが今回はチューナーから微量の音声信号が出ていたため、無音検知器が反応しなかった。チュー				東放第2604号		エフエムいわぬま　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CSチューナー		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		別チャンネルに切り替え放送継続の後、CSチューナーの設定見直し・再設定を行った。		下位局なし		約17000世帯		単独		対応可能な担当者が不在だっため対応が遅延。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		カシオペア市民情報ネットワーク						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/10/16		23:20:00		11/10/16		23:25:00		0:05:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						東放第6709号		カシオペアFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。予備機に切替		東放第8738号、東放第8757号、東放第8758号		約1万1千世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		ニューメディア						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/7/17		6:22:04		2/7/17		7:31:49		1:09:45		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		不明（親送信所の機器不具合の可能性有）				東放第8648号		よねざわNCVエフエム				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて異常検知。現地出向し、予備系に切替を実施。				約4万5千世帯		単独		機器故障した親局（天元台）は、移設に伴う変更工事中の局、旧親局（本社屋上）を予備送信所として残していたため、予備送信所からの電波で放送復旧。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		日本・アルカディア・ネットワーク						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/25/17		8:03:46		1/25/17		8:32:44		0:28:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源が全てシャットダウン。作動するはずのUPSが作動しなかったために復旧に時間を要した。				東放第8763号		ながいFM				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再起動で復旧。後日、電源UPSを冗長化およびバックアップ電源自動切換え確認。				約11,500世帯

																												0										0:00:00

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		プ		10				○				○		10/22/16		17:37:06		10/22/16		17:37:08		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機2号の励振器異常				関放第7090号		前橋ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		送信機2号から1号に自動切替で復旧		藤岡鬼石DG（関放第9878号）。三波川DG（関放第9322号）。安中遠丸DG（関放第9158号）。行幸田DG（関放第9166号）。渋川金井DG（関放第9174号）。子持伊熊DG（関放第9142号）。子持小川原DG（関放8803号）。白沢DG（関放第8771号）。利根大原DG（関放第8742号）。利根DG（関放第8239号）。片品DG（関放第8415号）。片品東小川DG（関放第8734号）。沼田発知DG（関放第8422号）。川場DG（関放第8439号）。沼田DG（関放第8013号）。沼田沼須DG（関放第8		934,920世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		11				○				○		11/5/16		18:46:12		11/5/16		18:54:03		0:07:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基準信号発生器ユニットの障害				関放第9670号		閑馬ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向し予備ユニットと交換して回復		なし		414世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		11								0		11/5/16		18:46:12		11/5/16		18:54:02		0:07:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基準信号発生器ユニットの障害				関放第9671号		閑馬ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向し予備ユニットと交換して回復		なし		414世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		11				○				○		11/14/16		12:32:36		11/14/16		15:24:33		2:51:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本部ユニットの障害				関放第8921号		黒羽中野内ＤG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向し予備ユニットと交換して回復		なし		115世帯

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		プ		11				○				○		11/21/16		14:54:25		11/21/16		14:54:27		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機2号の励振器異常				関放第7090号		前橋ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		送信機2号から1号に自動切替で復旧		藤岡鬼石DG（関放第9878号）。三波川DG（関放第9322号）。安中遠丸DG（関放第9158号）。行幸田DG（関放第9166号）。渋川金井DG（関放第9174号）。子持伊熊DG（関放第9142号）。子持小川原DG（関放8803号）。白沢DG（関放第8771号）。利根大原DG（関放第8742号）。利根DG（関放第8239号）。片品DG（関放第8415号）。片品東小川DG（関放第8734号）。沼田発知DG（関放第8422号）。川場DG（関放第8439号）。沼田DG（関放第8013号）。沼田沼須DG（関放第8		934,920世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		12				○				○		12/5/16		17:24:52		12/5/16		17:33:40		0:08:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基準信号発生ユニットの故障				関放第9332号		益子上大羽ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		緊急出向しユニットを交換して回復		なし		265世帯

				関東 カントウ				群馬 グンマ		群馬テレビ						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/12/17		13:51:00		2/12/17		15:36:00		1:45:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電により商用電源が断。送信設備の無停電設備が故障した。				関放第8333号		利根中継局　（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		無停電設備		他事業者(電気事業者)にて対応		電気事業者にて停電復旧。（2月12日15時36分）		関放第8526号、関放第8741号		約1800世帯				2月12日、利根局出向途中に商用電源が復旧し該当エリアの放送を確認。中継局への出向は風雪・夕方で危険と判断し翌日行った。

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/30/16		9:13:43		11/30/16		9:15:06		0:01:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		障害時間の間に４回、演奏所の基準信号発生機からの同期信号が不安定になり、正常なPGM信号が伝送出来なくなった				関放第7074号		やまなしほうそうデジタルテレビジョン。親局				番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				関放第7562・関放第8123・関放第8150・関放第8154・関放第8158・関放第8360・関放第8364・関放第8368・関放第8665・関放第8682・関放第8686・関放第8670・関放第8705・関放第9053・関放第9057・関放第9061・関放第9184		332,246世帯				「放送が乱れたこと」をお詫びする文字スーパーを送出した

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		テレビ山梨						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/10/16		0:00:10		11/10/16		0:07:51		0:07:41		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＶＴＲテープのセット位置を誤ったため、番組途中からの開始となった。VTRのタイミングを合わせるために巻き戻ししたため、断続的に不体裁映像を送出。 マモド				関放第7075号		UTYデジタルテレビジョン				番組送出設備		番組送出設備（その他）		ＶＴＲ		事業者が自ら対応(その他)						292,600世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						R		親 オヤ		2				○				○		2/27/17		9:59:54		2/27/17		9:59:55		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		機器異常				関放第８号		NHKとうきょうだいにほうそう				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		予備放送所（新開）自動起動で復旧		なし		21,044,401世帯

				関東 カントウ				栃木 トチギ		栃木放送						R		中 ナカ		11				○				○		11/14/16		4:59:00		11/14/16		5:36:00		0:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源系統のトラブルに より通信断				関放第69号		那須送信所　1kW				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		AVRのバイパス運行で対応				308.816世帯		単独

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/1/16		10:01:26		9/1/16		10:01:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/4/16		10:11:06		9/4/16		10:11:07		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		9				○				○		9/9/16		7:47:46		9/9/16		7:47:47		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		10				○				○		10/4/16		17:36:11		10/4/16		17:36:18		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機故障				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		予備の送信機に切り替わった。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		10				○				○		10/21/16		16:12:30		10/21/16		16:12:31		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		11				○				○		11/28/16		21:53:35		11/28/16		21:53:37		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機故障				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		予備の送信機に切り替わった。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		2				○				○		2/20/17		18:41:40		2/20/17		18:41:41		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		3				○				○		3/28/17		10:50:38		3/28/17		10:50:39		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作(約0.5秒後に復帰)

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/4/17		16:44:00		1/4/17		16:44:12		0:00:12		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				関放第8949号		ひたちエフエム				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/16/17		18:58:50		1/16/17		18:59:00		0:00:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				関放第8949号		ひたちエフエム				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/15/16		12:16:07		10/15/16		12:17:33		0:01:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音声卓（デジタル）がフリーズし、音声が止まり無音になる。				関放第5762号		大江戸放送局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		停波メールを確認したスタッフが、音源を切り替え、音声卓を再起動する。				約2万世帯		単独

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		たかはぎFM						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/29/17		14:22:31		1/29/17		14:39:46		0:17:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		天候不良によりミュージックバードの受信状況が悪化。通常受信状況が悪化した場合、常時接続してあるMP3プレーヤーからループ音楽がかかる設定になっているが、今回は電源が入らず、作動せず。また、無音状態の際に登録済みのメールアドレスに無音状態を知らせるメールが送信されるはずが、こちらも今回は作動せず。				関放第10073号		たかはぎFM		天候不良によりミュージックバードの受信状況が悪化。通常受信状況が悪化した場合、常時接続してあるMP3プレーヤーからループ音楽がかかる設定になっているが、今回は電源が入らず、作動しなかった。また、無音状態の際に登録済みのメールアドレスに無音状態を知らせるメールが送信されるはずが、これも今回は作動しなかった。		放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		通常受信状況悪化用MP3プレーヤー		事業者が自ら対応(系切替)		局職員がラジオを受信中に無音状態を確認。手動で予備のMP3プレイヤーに切り替え放送を再開した。不作動だったMP3はアダプターの脱着で正常に戻った。		なし		11600世帯

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		日本放送協会						DTV		プ		1				○				○		1/13/17		8:07:08		1/13/17		12:19:00		4:11:52		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		TTL受信機・OFDM変調器の落雷と思われる障害により、同局および下位局のカバーエリアで電波発射が停止した。				信放第3318号		NHK高田DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		TTL受信機・OFDM変調器		事業者が自ら対応(系切替)		臨機の措置の申し入れ、許可後に放送波中継にて復旧		NHK新井DG 信放第3384号、NHK妙高高原DG 信放第3497号、NHK中郷DG 信放第3841号		71,193世帯		共建

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		日本放送協会						DTV		プ		1								0		1/13/17		8:07:08		1/13/17		12:15:06		4:07:58		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		TTL受信機・OFDM変調器の落雷と思われる障害により、同局および下位局のカバーエリアで電波発射が停止した。				信放第3319号		NHK高田DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		TTL受信機・OFDM変調器		事業者が自ら対応(系切替)		臨機の措置の申し入れ、許可後に放送波中継にて復旧		NHK新井DE 信放第3385号、NHK妙高高原DE 信放第3498号、NHK中郷DE 信放第3842号		71,193世帯		共建

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送						DTV		中 ナカ		1				○				○		1/23/17		15:00:00		1/23/17		15:24:00		0:24:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時に非常用発電機が雷害故障により運転しなかった				信放第3771号		安塚局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応				信放第3902号　牧局		979世帯 セタイ		共建		924世帯（安塚局）、55世帯（牧局）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ						DTV		中 ナカ		1								0		1/23/17		15:00:00		1/23/17		15:24:00		0:24:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時に非常用発電機が雷害故障により運転しなかった				信放第3775号		NST安塚DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応				信放第3904号　NST牧DTV		979世帯 セタイ		共建		924世帯（安塚局）、55世帯（牧局）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟						DTV		中 ナカ		1								0		1/23/17		15:00:00		1/23/17		15:24:00		0:24:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時に非常用発電機が雷害故障により運転しなかった				信放第3761号		TeNY安塚DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応				信放第3906号　TeNY牧DTV		979世帯 セタイ		共建		924世帯（安塚局）、55世帯（牧局）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一						DTV		中 ナカ		1								0		1/23/17		15:00:00		1/23/17		15:24:00		0:24:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時に非常用発電機が雷害故障により運転しなかった				信放第3771号		安塚局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応				信放第3908号　牧局		979世帯 セタイ		共建		924世帯（安塚局）、55世帯（牧局）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムラジオ新潟						FM		中 ナカ		1								0		1/23/17		15:00:00		1/23/17		15:24:00		0:24:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時に非常用発電機が雷害故障により運転しなかった				信放第2178号		安塚局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応		復電にて復旧						共建

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/7/16		0:00:03		10/7/16		0:19:35		0:19:32		設備故障 セツビコショウ		他の事業者による要因		ミュージックバードのシステム不具合によるCSチューナー出力無音				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CSチューナー		他事業者(他の放送事業者)にて対応		ミュージックバードの復旧により回復		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/21/16		20:05:03		11/21/16		20:05:46		0:00:43		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		収録作業中割込スイッチ操作によるAPC内AF無音				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		自動運行システム		事業者が自ら対応(その他)		割込スイッチ戻しにより復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/30/16		18:32:35		12/30/16		18:33:31		0:00:56		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		直前での運行データ（イベントデータ）変更の際に機器の処理が追い付かず、無音が発生した。				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		自動運行システム		事業者が自ら対応(自然復旧)		運行表の進行による自動復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/10/17		9:55:00		3/10/17		9:56:10		0:01:10		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		マスタースタジオからの放送なのに 運行データがオーディオファイルになっていた。運行表の訂正ミスによる無音				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		自動運行システム		事業者が自ら対応(その他)		スイッチの強制的切り替えによる復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/22/17		22:00:03		3/22/17		22:58:48		0:58:45		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ミージックバードからの放送なのに運行データがAFになっていた。運行表の訂正ミスによる無音				信放第2280号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		自動運行システム		事業者が自ら対応(その他)		手動によりCSを選択し復旧		なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムながおか						CFM		中 ナカ		1				○				○		1/20/17		14:20:15		1/20/17		17:16:40		2:56:25		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		雪、風などにより伝送路のボックスが破損、NTT光回線断による無音				信放第3969号		エフエムながおか山本山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。現地出向し、本社屋上と山本山送信所間をラジオマイクにて仮復旧。				11000世帯				1/21 13:20通信会社とNTTから連絡が入り、山本山 山頂送信所から60m付近で回線断を確認。復旧作業は終了。14：50光回線による本復旧。

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		軽井沢エフエム						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/15/17		7:55:00		3/15/17		9:28:00		1:33:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		送信所ＩＰコーデックの不具合				信放第3281号		エフエム軽井沢局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障検知。現地に向かい、該当機器をリセットし復旧。				1万995世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムとおかまち						CFM		C親 オヤ		11				○				○		11/16/16		13:05:00		11/16/16		13:14:00		0:09:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		館内定期点検による計画停電により事務所が停電。UPS給電により放送関連機器は稼働を継続したが、生放送中のスタジオミキサー電源が落ち放送停止、無音が発生した。８月頃にミキサー機器を更改した際、設置業者がミキサーの電源ケーブルをUPS給電されていない所に差し込んだため。				信放第3320号		エフエムとおかまち				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		非常用発電機による復旧		信放第3633号。信放第3634号。信放第3750号。信放第3751号。信放第3752号。

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		エフエムとおかまち						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/13/17		8:05:00		1/13/17		11:25:00		3:20:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		UPSｱﾗｰﾑ対応時、誤って放送設備ﾏｽﾀ電源断にした。すぐに電源を復旧させたが、APSが故障した。さらに、APS故障の検証作業中に誤ってADA電源断により放送停止。 デンゲンフッキュウコショウ				信放第3320号		エフエムとおかまち				番組送出設備		番組送出設備(その他)		APS		他事業者(他の放送事業者)にて対応		ＡＤＡの電源断を確認、電源復旧し放送再開。ＡＰＳ不具合は継続しているため、手動で放送対応した。1/20にＡＰＳの修理完了。
 カンリョウ		信放第3633号。信放第3634号。信放第3750号。信放第3751号。信放第3752号。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		あづみ野エフエム						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/31/17		0:00:03		3/31/17		0:35:00		0:34:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		APSスイッチャー故障による電源雑音に誘発されたL2SWのスタック				信放第3990号						番組送出設備		番組送出設備(その他)		Ｌ２ＳＷ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源再投入で回復（APSスイッチャーは予備機に交換)
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				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ						DTV		親 オヤ		12				○				○		12/10/16		21:54:12		12/10/16		21:54:32		0:00:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		マスター１系ＭＵＸの故障により、異常な信号を送出。受像器側でブラックアウトとなった。				海放第4389号　		SATV静岡DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応(系切替)		マスター設備を1系運用から2系運用に切替て復旧		下位全58局		1,362,762世帯 セタイ

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜						FM		親 オヤ		2				○				○		2/21/17		10:46:20		2/21/17		10:46:46		0:00:26		停電 テイデン		停電 テイデン		岐阜県内の停電により親局のUPSが起動したが、瞬断が発生したため、コーデックが26秒間停止し、26秒間無変調になった。				海放第4244号		親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他）		音声コーディック		事業者が自ら対応(自然復旧)				海放第4246号、海放第4248号、海放第4249号、海放第4259号		約83万世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		シティエフエム静岡						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/30/17		8:11:15		1/30/17		8:20:12		0:08:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機が2号機に切り替わったあと、すぐに何らかの異常を検知したため、１号機２号機ともに送信機異常で停波。機器(H13年制）の老朽化 ソウシンキゴウキキカナンイジョウケンチキキネンセイロウキュウカ				海放第4170号		シティエフエムしずおか				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)										1月31日および2月20日に機器点検を行うが異常なし

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		シティエフエム静岡						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/21/17		18:05:35		3/21/17		18:06:30		0:00:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		事故発生時間の６秒前に送信機が２号機に切り替わるショックが録音されているが、すぐ何らかの異常を検知したため双方の送信機が異常となり出力断となる。１月３０日の事故と酷似。 ジコハッセイジカンビョウマエソウシンキゴウキキカロクオンナンイジョウケンチソウホウソウシンキイジョウシュツリョクダンガツニチジココクジ				海放第4170号		シティエフエムしずおか				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		シティエフエム静岡						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/23/17		8:20:08		3/23/17		8:22:31		0:02:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		事故発生時間の7秒前に送信機が2号機に切り替わるショックが録音されているが、すぐ何らかの異常を検知したため双方の送信機が異常となり出力断となる。送信所での停電や工事による影響はなし。 ジコハッセイジカンビョウマエソウシンキゴウキキカロクオンナンイジョウケンチソウホウソウシンキイジョウシュツリョクダンソウシンジョテイデンコウジエイキョウ				海放第4170号		シティエフエムしずおか				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)										異常が検知されないように機器を調整

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/7/17		12:00:00		1/7/17		12:00:13		0:00:13		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音声用のスイッチを上げ忘れ、12秒間無音になった				海放第5460号		エフエムいちのみや				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		13秒後にBGMを出した。				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/4/17		14:00:28		2/4/17		14:00:48		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		プログラム挿入忘れ。				海放第5460号		エフエムいちのみや				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		２０秒の無音後に音楽を流し、その間に正常プログラムへ切り替えた。				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/14/17		14:54:28		2/14/17		14:54:48		0:00:20		回線障害 カイセンショウガイ		ソフトウェア不具合		APSの回線接触不良によりスタジオからの音源が停止、無変調となる。				海放第5460号		エフエムいちのみや				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		予定していた音源を送出できないため、フィラーの音楽音源により放送を再開。(事故時間20秒)。割り込み放送によりスタジオから音源を送出。以降 通常放送に復帰。弊社 電波技師へ連絡。電波技師がスタジオ、APS周りを確認。スタジオからAPSへの回線の接触不良を確認。不良個所を調整。以降、不具合無し。				56285世帯		単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会						DTV		プ		11				○				○		11/28/16		3:45:00		11/28/16		3:49:40		0:04:40		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送信機の換装の許可を受け、新旧送信機の切替を実施するため工事を行っていた。その際、ＴＴＬ固定局の電源も新送信機の電源部に切り替えるため、接続作業を行った時にプラスとマイナスを間違えてしまったことにより全ての送信系が断になった				海放第4422号		中濃局　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現行送信機に切り戻し復旧		海放第5243号		139,858世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		11								0		11/28/16		3:45:00		11/28/16		3:56:51		0:11:51		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						海放第4500号		中津川局　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現行送信機に切り戻し復旧		海放第4924号、海放第4926号、海放第5106号、海放第5113号						中濃局の停波にともなうもの

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		11								0		11/28/16		3:45:00		11/28/16		4:47:39		1:02:39		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						海放第4786号		郡上八幡局　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現行送信機に切り戻し復旧		海放第5121号						中濃局の停波にともなうもの

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会						R		親 オヤ		3				○				○		3/3/17		5:00:03		3/3/17		5:06:12		0:06:09		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		絶縁部材がスパークし、送信機が保護動作に停波。調査の結果、当該絶縁部品の電気的な耐圧が不足していたことが分かった。 チョウサケッカトウガイゼツエンブヒンデンキテキタイアツフソクワ				海放第　5号		名古屋局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		絶縁部材を取り外して復旧		下位局無し		6,193,888世帯

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親 オヤ		3				○				○		3/6/17		2:46:53		3/6/17		2:47:59		0:00:30		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送休止中にテレビマスターの緊急地震速報送出試験をする際、別途作業をしていた瀬戸ＤＴＶリモコン装置の電源工事の中で誤って瀬戸ＤＴＶの送信機がＯＮとなったため、左記時間で緊急地震速報が誤送出された。				海放第4265号		CBC名古屋DTV 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		左記電源工事完了後に、瀬戸ＤＴＶの送信機をＯＦＦとした		プラン海放第4405号。プラン海放第4407号。プラン海放第4498号。海放第4499号。プラン海放第4527号。プラン海放第4541号。海放第4555号。プラン海放第4693号。プラン海放第4730号。海放第4731号。海放第4738号。海放第4748号。海放第4791号。プラン海放第4795号。海放第4799号。海放第4828号。海放第4909号。海放第4913号。海放第4928号。海放第4933号。海放第4940号。海放第4949号。海放第4954号。海放第5002号。海放第5016号。海放第504		約440万世帯		共建		不体裁に関してホームページ掲載とプレスリリースを行った。また昼前テレビニュースでお詫びコメントを放送した。なお視聴者からの問い合わせは9件。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/9/17		9:50:00		3/9/17		10:35:00		0:45:00		設備故障 セツビコショウ		他の事業者による要因		他社発注による業者保守作業中に、監視装置用電源ケーブルを全社共用の電源分配器に接続した際にスパークが発生し、ＣＢＣ基本装置用の電源分配が断となり、装置への電源供給が途絶えたため停波に至った。				海放第5369号		鵜沼宝積寺DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		現地の保守業者と連絡を取りながら、電源接続変更の指示を出して電源供給を復帰させ、放送復旧した。		下位局なし		468世帯		共建		停波に関してホームページ掲載を行った。なお視聴者からの問い合わせは0件。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ放送						R		親 オヤ		10				○				○		10/11/16		4:58:00		10/11/16		4:58:31		0:00:31		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動番組送出装置の運行データにミスがあり、無変調となった。				海放第33号		ＪＯＳＦとうかいラジオほうそう他				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		自動番組送出装置		事業者が自ら対応(その他)		手動にてフィラー音楽を送出した対応。		上野放送局(海放第26号)。恵那放送局(海放第2号)。尾鷲放送局(海放第48号)。豊橋放送局(海放第84号)。高山放送局(海放第154号)。熊野放送局(海放第224号)。下呂放送局(海放第253号)。神岡放送局(海放第1087号)。新城放送局(海放第3332号)。三国山FM補完中継局(海放第5520号)。		5,373,874世帯他

				東海 トウカイ		注 チュウ		愛知 アイチ		中京テレビ						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/25/16		4:00:00		11/25/16		23:29:00		4:14:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		２ステレオ放送時のスクランブル対象PIDの数が上限の１２を超えて１３になる設定になっていたのが原因で、２ステレオ放送にて一部の受像機で画面が映らない(ブラックになる)現象が発生。中京テレビマスターの受像機では正常に受信されていたため、ＯＡ中は事態を把握できなかった。

 ゲンイン				海放第4268号		CTV名古屋DTV局　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		データ放送で未使用のPIDを２つ削除して２ステレオ放送でもスクランブル対象PIDが上限を超えないように設定した。		プラン海放第4436号。プラン海放第4435号。プラン海放第4486号。プラン海放第4535号。プラン海放第4543号。プラン海放第4699号。プラン海放第4728号。プラン海放第4798号。海放第4501号。海放第4559号。海放第4729号。海放第4742号。海放第4750号。海放第4794号。海放第4802号。海放第4831号。海放第4916号。海放第4912号。海放第4943号。海放第4931号。海放第4938号。海放第4952号。海放第4957号。海放第5009号。海放第5019号。海放第504		446万世帯の内およそ1%		単独		※本現象は海外の特定メーカー受像機のみで発生。当該受像機はシェアおよそ1%。視聴者から１２件問い合わせあり。13本目のPID（ES）を送出することは、ARIB-STDには違反していないが、ARIB-TRに違反している。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送						R		中 ナカ		11				○				○		11/19/16		9:38:59		11/19/16		9:54:09		0:15:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4175号		春野中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		故障が発生した放送機（現用、予備）を本社の遠方監視制御装置からリセット制御を実行し、復旧させた。				約1,700世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム熱海湯河原						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/25/17		15:59:00		3/25/17		15:59:50		0:00:50		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		蓄電池不良（電池の性能期限切れ）により受信周波数が保持されず、タイマーの標準時刻にずれが生じAPSとの時刻補正時に無変調となった。 デンチセイノウキゲンキ				海放第4201号		FM熱海湯河原初島親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		プログラムタイマー　（標準時刻送出装置、NHK-FM時報自動受信タイプ）		事業者が自ら対応(その他)		手動でタイマーの時刻を補正。蓄電池を交換。		泉中継局　海放第4202号。　上宿中継局　海放5532号。		27,000世帯（熱海市・湯河原町等）				受信周波数保持機能を回復。NHK-FM時報自動受信しており時刻のずれ発生無し。念の為、毎始業時にNTT時報と時刻確認実施中。受信周波数保持蓄電池、交換点検基準を設定。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム御殿場						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/11/16		10:00:00		12/11/16		10:00:25		0:00:25		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		開始前の回線チェックでは問題なかったが、ネット生放送切り替えと同時にネット回線の誤動作により、コーデックの通信がいったん落ちた。 カイシマエカイセンモンダイナマホウソウキカドウジカイセンゴドウサツウシンオ										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		送受信コーデックの回線復帰コントロールによりライン復旧。 ソウジュシンカイセンフッキフッキュウ								27,348世帯（御殿場市）2,606世帯（小山町）　

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		10				○				○		10/2/16		5:00:00		10/2/16		5:00:16		0:00:16		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組運行プログラムの作成及びチェックミス				海放第5472号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンク(DAD)		事業者が自ら対応(その他)		無音検知装置により、メモリー再生装置からフィラー音自動送出による対応。		なし

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		10				○				○		10/5/16		4:55:32		10/5/16		4:55:48		0:00:16		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組運行プログラムの作成及びチェックミス				海放第5472号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンク(DAD)		事業者が自ら対応(その他)		無音検知装置により、メモリー再生装置からフィラー音自動送出による対応。		なし

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		10				○				○		10/14/16		4:58:16		10/14/16		4:58:32		0:00:16		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組運行プログラムの作成及びチェックミス				海放第5472号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンク(DAD)		事業者が自ら対応(その他)		無音検知装置により、メモリー再生装置からフィラー音自動送出による対応。		なし

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		10				○				○		10/17/16		19:11:19		10/17/16		19:28:45		0:00:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		公開生放送現場から演奏所までのISDN回線で音切れが発生。ソフトウエアバグの可能性が高い オトギハッセイ				海放第5472号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		演奏所側ISDN CORDEC エンソウジョガワ		事業者が自ら対応(その他)		1回目は無音検知装置により、メモリー再生装置からフィラー音自動送出による対応。２～３回目はCDからの手動送出。3回目にCORDECをリブートさせ再接続して復旧。 カイメカイメシュドウソウシュツカイメサイセツゾクフッキュウ		なし

				東海 トウカイ		注 チュウ		愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		1								0		1/6/17		1:00:00		1/6/17		1:59:00		0:59:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		オーディオサーバへの素材登録ミスにより前回と同一番組が放送。後日聴取者からの問い合わせにより発覚。				海放第5472号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		後日聴取者からの問い合わせにより発覚。		なし

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		Radio NEO						FM		親 オヤ		3				○				○		3/30/17		0:00:00		3/30/17		0:00:16		0:00:16		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		オーディオサーバへの素材登録ミスで16秒間無音となる。特番編成のため、音源の送出設定時間を変更する必要があったが、社内で伝達が漏れたまま、作成、確認をした。 ビョウカンムオン				海放第5472号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		16秒後にメモリー再生機からフィラー送出。 ビョウゴサイセイキソウシュツ		なし

																												0										0:00:00

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/12/17		23:52:08		1/12/17		23:54:53		0:02:45		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷による放送機停止。本来予備放送機に自動切替するところ、　雷が頻発していたこともあり、自動切替制御が正常に動作しなかったもの。				陸放第2201号		MRO金沢DTV　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		状況を確認し、手動で予備放送機を起動し切替を行うことで復帰。				約429,700世帯		共建		ｴﾘｱｶﾊﾞｰ率を97.4%としている(441170世帯*97.4%)。 セタイ

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井放送						DTV		中 ナカ		1				○				○		1/13/17		4:55:00		1/13/17		7:23:00		2:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		武生南局の親受用の受信空中線系に挿入されている避雷器が落雷により破断して受信レベルが低下したことにより、中継局の送信が自動停止（停波＝放送休止と同じ制御）した。				陸放第2307号 ゴウ		武生南DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信避雷器		事業者が自ら対応(その他)		現地出向し、損傷した受信避雷器をバイパスして復旧				17460世帯

																												0										0:00:00

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		2				○		△		0		2/16/16		10:49:56		2/16/16		11:26:55		0:36:59		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信空中線への積雪により受信入力レベルが低下して停波。				近放第102385号		豊岡高屋DG局　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		出向して積雪を落とし回復。		なし		373世帯				同局は、ＮＨＫ（ＤＧ，ＤＥ）、４Ｐ、ＳＵＮ共用によるミニサテ局であるが、確認の結果、停波はＮＨＫ（ＤＧ）のみ

				近畿 キンキ		累 ルイ		和歌山 ワカヤマ		テレビ和歌山						DTV		中 ナカ		10				○		□		0		10/11/16		10:34:38		10/12/16		3:33:00		1:35:40		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる妨害波混入				近放第101584号		橋本局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置からの停波通報により保守委託業者出向。現地確認の結果、受信信号か時間変動を伴って劣化している状況が発生していた。		その他局　橋本柱本局（近放第102058号）		約24300世帯		共建		断続的に発生。

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		ラジオ関西						R		中 ナカ		3				○				○		3/24/17		20:33:22		3/24/17		20:34:21		0:00:59		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						近放第5627号		ラジオ関西豊岡放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		NTT ISDN専用線DA128の回線品質低下と思われる。		事業者が自ら対応(自然復旧)		自然復旧で回線品質回復		なし		82,890世帯		単独

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエム三木						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/18/17		19:34:00		3/18/17		19:47:00		0:13:00		停電 テイデン		停電 テイデン		変調器（番組送出設備からの音声信号を光信号へ変換し中継回線へ送る変換器）への電源供給断により放送中断が発生したもの。当日実施の三木市役所（演奏所・送信所設置場所）での電源系点検作業（停電テスト）に際し、外部電源に切り換え通常放送を実施していたが、点検作業終了後に通常電源に戻す際に、変調器の属する電源系の切り換えを忘れたため、電源断となった。				近放第100039号		エフエムみき（親局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		電源の点検作業の復電時、光変調器が属する電源系が通常電源に切り替えが出来ず通常電源接続までの時間中断		近放第１０１７３７号　エフエムみき吉川中継局		約55,000世帯 セタイ

				近畿 キンキ		重 ジュウ		大阪 オオサカ		エフエムひらかた						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/1/16		22:28:00		10/2/16		9:20:00		10:52:00		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動運行装置への番組プログラム（放送時間）の登録ミスにより、中断。無音検知によるメール通知機能は装備されていたが、メール通知設定が断であったため、翌朝まで気づかなかった。				近放第10024号		エフエムひらかた 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		無音状態に気づいた社員が演奏所に出向き非常用音源により音声復旧し、9:29に通常放送に戻る。				301,118世帯				無音検知アプリは、アプリのみ再起動した場合は通知設定を保持しているが、ＰＣごと再起動すると通知設定がクリアされる糞仕様。 ムオンケンチサイキドウバアイツウチセッテイホジサイキドウツウチセッテイクソシヨウ

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/2/17		9:02:00		1/2/17		9:42:00		0:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100162号		エフエム綾部　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		コーディック故障		事業者が自ら対応(系切替)		予備回線に切り替え復旧したのち、コーディックを取り替えて完全復旧。				約12,376世帯

				近畿 キンキ				奈良 ナラ		エフエム西大和						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/13/17		7:30:00		3/13/17		9:29:00		1:59:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ局社内の設備不良				近放第100610号		エフエム西大和　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		コーディック故障		他事業者(電気事業者)にて対応		NTTの調査により故障箇所が光ケーブル芯線と判明し、NTT修理担当が対応する		なし		80,421世帯

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムたんご						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/6/16		15:05:23		12/6/16		15:06:15		0:00:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第101880号		エフエムたんご・ＣＦＭ親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＤＳＵ		他事業者(電気通信事業者)にて対応		事務局内でのモニターにて故障判明。現地出向し、NTTが交換対応。				約2万世帯		単独

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムたんご						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/9/16		13:46:15		12/9/16		13:46:47		0:00:32		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						近放第101880号		エフエムたんご・ＣＦＭ親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		避雷器		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		事務局内でのモニターにて故障判明。現地出向し、予備品と交換。				約2万世帯		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/24/16		7:00:00		10/24/16		7:02:23		0:02:23		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		朝一番の番組でミキサーの主電源OFFに気付かず、放送に音声が入らなかった。マイクレベルメーターが振れてないことに気が付くまで無音状態となった。				近放第101883号		エフエムたなべ　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		約5万世帯		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/24/16		12:36:22		10/24/16		12:53:20		0:16:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送中、急に主電源が停止し、ブレーカーが落ちていたことに気づき、上げたがすぐに落ちるため復旧できなかったが、ＵＰＳを取り外すと復旧した。主電源が停止したため無音検知装置が作動せず、無音状態となり放送事故となった。演奏所UPSの不具合と思われる。				近放第101883号		エフエムたなべ　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		約5万世帯		単独

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫 ヒョウゴ		たんばコミュニティエフエム						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/28/16		17:50:00		10/29/16		13:27:00		2:09:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						近放第102739号		たんばコミュニティエフエム  親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		演奏所～送信所間の中継回線設備（ＮＴＴ西日本フレッツ光ＶＰＮ回線）の光ケーブル切断による回線障害。 エンソウジョソウシンジョアイダチュウケイカイセンセツビニシニホンヒカリカイセンヒカリセツダンカイセンショウガイ		他事業者(電気通信事業者)にて対応		10月28日
17:50　演奏所で無音発生を確認。
17:51 IPコーデックのアラームで伝送路の異常を確認。
18:05　設備点検と応急対応のため安全山送信所へ出向。
18:10　NTTに対して障害調査及び修理を依頼。
18:40　安全山送信所に到着。
19:05　サイマル放送の音声を直接送信機に接続し仮復旧。
10月29日
12:00　NTTより光ケーブル切断が原因と特定、修理開始の連絡を受ける。
12:33　無音発生。
12:35　送信所仮設置のサイマル放送用機器の問題と判断し、送信所に出向。
13				11,000世帯
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				中国 チュウゴク		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/16/17		3:00:00		1/16/17		5:59:40		2:59:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組送出装置（2号機）のタイマーIC故障により、予定番組が放送されず。				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備(その他)		タイマーIC故障		事業者が自ら対応(その他)		運行情報の再読込み・機器修理		なし		45,000世帯

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		中国コミュニケーションネットワーク						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/7/17		19:00:00		2/7/17		19:00:26		0:00:26		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動運行プログラム作成ミス。２６秒無音、２分２４秒フィラー音。				中放第10365号		してぃエフエムひろしま				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		制作スタッフの手動操作により当初、予定していた番組を２分５０秒遅れで放送。		なし		292,339世帯

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		鳥取 トットリ		DARAZコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		2				○				○		2/11/17		14:17:04		2/13/17		13:08:50		46:51:46		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		局舎内のUPS基盤損傷による電源喪失				中放第11712号		DARAZコミュニティ放送　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		機器監視と状況判断から電源機器の損傷は確認。現地出向によりUPSの基盤損傷により給電が途絶えていたため、一旦、直接給電に変更した上で復旧（２日後にUPSを交換）。		なし		55,460世帯		単独		悪天候（落雷・降雪）と２ｍ近くの積雪により現地出向が大幅に遅延

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会						FM		プ		10				○		×		0		10/21/16		14:07:28		10/21/16		14:07:39		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第429号		鳥取　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		自家発電装置の自動起動により回復		中放第490号（智頭）その他。中放第664号（用瀬）その他。中放第725号（若桜）その他。中放第744号（日野）その他。中放第921号（米子日南）その他。中放第2424号（岩美）その他。中放第10384号（智頭山形）その他。		237,633世帯		単独		世帯数は下位局含む セタイスウカイキョクフク

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		10						×		0		10/21/16		14:07:28		10/21/16		14:07:39		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第10409号		VICS鳥取。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		自家発電装置の自動起動により回復		中放第10410号。中放第10411号。中放第10412号。中放第10413号。中放第10414号。中放第10415号。中放第10416号		237,633世帯		単独		世帯数は下位局含む セタイスウカイキョクフク

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会						FM		プ		2				○		×		0		2/12/17		4:14:28		2/12/17		4:14:34		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第429号		鳥取　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		自家発電装置の自動起動により回復		中放第490号（智頭）その他。中放第664号（用瀬）その他。中放第725号（若桜）その他。中放第744号（日野）その他。中放第921号（米子日南）その他。中放第2424号（岩美）その他。中放第10384号（智頭山形）その他。		237,633世帯		単独		世帯数は下位局含む セタイスウカイキョクフク

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		2						×		0		2/12/17		4:14:28		2/12/17		4:14:34		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第10409号		VICS鳥取。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		自家発電装置の自動起動により回復		中放第10410号。中放第10411号。中放第10412号。中放第10413号。中放第10414号。中放第10415号。中放第10416号		237,633世帯		単独		世帯数は下位局含む セタイスウカイキョクフク

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/10/17		7:44:39		3/10/17		11:02:52		3:18:13		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第11667号		見島宇津DG　その他				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		出向し電源バックアップにより回復				83世帯		単独

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3								0		3/10/17		7:44:39		3/10/17		11:02:52		3:18:13		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の停電				中放第11668号		見島宇津DE　その他				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替)		出向し電源バックアップにより回復				83世帯		単独

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/10/17		7:44:00		3/10/17		11:02:00		3:18:00		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の電線断。長時間の停電により蓄電池が、放電終止となった。				中放第11620号		見島宇津局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電を検知。現地に出向し、持参した発電機で救済し復旧。		なし		89世帯		共建		離島、悪天候のため、現地出向が遅延。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		テレビ山口						DTV		中 ナカ		3								0		3/10/17		7:44:00		3/10/17		11:02:00		3:18:00		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社の電線断。				中放第11634号		見島宇津局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電検知。現地出向し、発電機でのバックアップ給電を実施。		なし		89世帯		共建		離島での交通の便が悪く、復旧までに時間を要した

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口朝日放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/10/17		7:44:00		3/10/17		11:02:00		3:18:00		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第11625号		見島宇津局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて電源供給。		なし		89世帯		共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島ホームテレビ						DTV		プ		10				○				○		10/14/16		21:32:00		10/14/16		23:25:00		1:53:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		IF-TTLのOFDM変調器が故障し、黒味を送出。 ヘンチョウキコショウクロミソウシュツ				中放第10647号		尾道DTV局。プラン局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)		OFDM変調器 ヘンチョウキ		事業者が自ら対応(系切替)		遠隔制御によるOFDM変調器の切り替えにより、復旧。		竹原　　 プラン中放第10723号、安浦　     　　中放第11183号、三原幸崎 　　　中放第11315号、豊栄　     　　中放第10844号、小奴可   　　　中放第10981号、東城千鳥   　　中放第12007号、東城　     　　中放第10991号、油木     　　　中放第11387号、尾道美ノ郷 　　中放第11256号、協和   　  　　中放第11054号、因島     　　　中放第10773号、三原　     　　中放第10676号、三原中之町 　　中放第10982号		139,316世帯		共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山放送						DTV		親 オヤ		2				○				○		2/4/17		21:34:05		2/4/17		21:35:08		0:01:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所の基準信号発生器が故障したため。				中放第10503号		OHK岡山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		手動により予備の基準信号発生器へ切り替えた。				1,082,430 世帯		単独		※但し世帯数は岡山県・香川県の合算。

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		岡山放送						DTV		親 オヤ		2								0		2/4/17		21:34:05		2/4/17		21:35:08		0:01:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所の基準信号発生器が故障したため。				中放第10503号		OHK岡山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		手動により予備の基準信号発生器へ切り替えた。		岡山DTV中放第  10503   号(親局)。備前DTV中放第  10657   号。新見DTV中放第  10763   号。津山DTV中放第  10764   号(プラン局)。笠岡DTV中放第  10765   号(プラン局)。久世DTV中放第  10795   号。高梁DTV中放第  10796   号。美作DTV中放第  10879   号。湯原DTV中放第  10880   号。美作加茂ＤＴＶ中放第  10925   号。児島ＤＴＶ中放第  11159   号。北房ＤＴＶ中放第  11165		1,082,430 世帯		単独		※但し世帯数は岡山県・香川県の合算。

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		香川 カガワ		西日本放送						DTV		プ		3				○				○		3/22/17		19:00:00		3/23/17		11:31:00		16:31:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		10MHz出力が不安定となり、SFN破綻が発生して正常な受信が出来なくなった。				中放第10747号		笠岡DTV局。プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		遠隔制御により送信機を切替え復旧。		なし		約5,100世帯		共建		高松DTV局と笠岡DTV局のSFN関係重複ｴﾘｱで約16時間31分の間発生

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/2/17		17:26:00		3/2/17		20:46:00		3:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、送信所の充電器と、受信信号伝送装置が破損したため、信号および電源が断たれた。				中放第11517号		弥富局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信所-送信所間の伝送装置充電器		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、伝送装置を予備の伝送装置につなぎ換え、持参した発電機で救済し復旧。		なし		178世帯		共建

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		テレビ山口						DTV		中 ナカ		3								0		3/2/17		17:26:00		3/2/17		20:46:00		3:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第11507号		弥富局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		分離端子盤		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電、故障検知。現地出向し、予備の分離端子盤を交換。		なし		178世帯		共建

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム山口						FM		中 ナカ		12				○				○		12/15/16		14:22:10		12/15/16		16:27:00		2:04:50		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第2940号		エフエム山口　萩ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		切替制御部		事業者が自ら対応(系切替)		監視装置にて停電、さらに故障検知。現地出向し手動切替操作で復旧。		中放第2941号		約2万8千世帯		共建

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/11/17		17:06:53		2/12/17		2:32:18		9:25:25		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷サージによる送受信機基本ユニットの故障				中放第11883号		鹿野小鷲河局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停波検知。積雪のため演奏所のある松江市からの出向では時間を要すると判断し、ＮＨＫアイテックに対応を依頼。予備ユニットと交換。		なし		73世帯		共建		2/10からの降雪により、記録的な積雪で交通渋滞となり復旧に時間を要した。

																												0

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエムラジオ放送						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/8/16		16:02:00		10/8/16		17:12:00		1:10:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴ西日本が設置している送信所近く電柱上の光回線受け（クロージャボックス）の故障。				四放第4153号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)		ＮＴＴ管理　光回線　外部クロージャーボックス		他事業者(電気通信事業者)にて対応		通常放送（通信復旧）までの間は五台山送信所に設置したＰＣ音源より番組・音楽・ＣＭを放送。								Twitter等のWebで放送断についてお詫びとプログラム変更の案内。リスナーより発生時に電話での問い合わせが１件有。担当業者（ＮＴＴ西日本）へクロージャボックスの定期的な点検と、強風・防虫等の要因についての対策を依頼

				四国 シコク				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/29/16		12:14:50		11/29/16		12:14:58		0:00:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用機故障のため、予備機への切替えが生じたことから切替え時間分の停波となった。予定していた番組が親局で約２秒間、中継局で最大約8秒間正常に送出されなかった。 オヤキョクチュウケイキョクサイダイヤクビョウカン				四放第4257号		KSB高松DTV　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IF切替器（TTLと放送波中継の切替用）		事業者が自ら対応(系切替)		監視制御システムが異常検知し予備系へ自動切替された。現地出向しIF切替器の異常を突き止め、後日代替機に交換。		中放第10654号。中放第11027号。中放第11160号。中放第11196号。中放第11258号。中放第11319号。中放第11365号。中放第11427号。中放第11437号。中放第11485号。中放第11521号。中放第11560号。中放第11572号。中放第11628号。中放第11697号。中放第11698号。中放第11742号。中放第11743号。中放第11744号。中放第11804号。中放第11971号。中放第11972号。中放第12058号。四放第4623号。		約60万世帯		単独		世帯数は香川県・岡山県合わせた値 セタイスウアタイ

				中国 チュウゴク				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親 オヤ		11								0		11/29/16		12:14:50		11/29/16		12:14:58		0:00:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第4257号		KSB高松DTV　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IF切替器（TTLと放送波中継の切替用）		事業者が自ら対応(系切替)		監視制御システムが異常検知し予備系へ自動切替された。現地出向しIF切替器の異常を突き止め、後日代替機に交換。		中放第10654号。中放第11027号。中放第11160号。中放第11196号。中放第11258号。中放第11319号。中放第11365号。中放第11427号。中放第11437号。中放第11485号。中放第11521号。中放第11560号。中放第11572号。中放第11628号。中放第11697号。中放第11698号。中放第11742号。中放第11743号。中放第11744号。中放第11804号。中放第11971号。中放第11972号。中放第12058号。四放第4623号。		約60万世帯		単独		世帯数は香川県・岡山県合わせた値 セタイスウアタイ

				四国 シコク				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親 オヤ		3				○				○		3/26/17		20:51:30		3/26/17		20:53:50		0:02:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		CM送出リストの転送命令時に他からの命令が邪魔して正常転送されなかった。				四放第4257号		KSB高松DTV　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CMバンクシステム		事業者が自ら対応(自然復旧)		CM２本目冒頭でCM映像が静止したことをマスターで確認したため、手動で情報カメラ等の放送に切替。約２分後に自然復旧したため通常放送に戻した。		四放第4257号(親)。四放第4258号(プラン)。四放第4322号(プラン)。四放第4392号(プラン)。四放第4471号。四放第4505号。四放第4573号。四放第4574号。四放第4592号。四放第4623号。四放第4629号。四放第4882号。四放第4883号。中放第10654号。中放第10718号。中放第10719号(プラン)。中放第10746号(プラン)。中放第10793号。中放第10794号。中放第10896号。中放第10897号。中放第11026号。中放第11027号。中放第11152号。		約100万世帯		単独		世帯数は香川県・岡山県合わせた値 セタイスウアタイ

				中国 チュウゴク				香川 カガワ		瀬戸内海放送						DTV		親 オヤ		3								0		3/26/17		20:51:30		3/26/17		20:53:50		0:02:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		CM送出リストの転送命令時に他からの命令が邪魔して正常転送されなかった。				四放第4257号		KSB高松DTV　演奏所				番組送出設備		番組送出設備(その他)		CMバンクシステム		事業者が自ら対応(自然復旧)		CM２本目冒頭でCM映像が静止したことをマスターで確認したため、手動で情報カメラ等の放送に切替。約２分後に自然復旧したため通常放送に戻した。		四放第4257号(親)。四放第4258号(プラン)。四放第4322号(プラン)。四放第4392号(プラン)。四放第4471号。四放第4505号。四放第4573号。四放第4574号。四放第4592号。四放第4623号。四放第4629号。四放第4882号。四放第4883号。中放第10654号。中放第10718号。中放第10719号(プラン)。中放第10746号(プラン)。中放第10793号。中放第10794号。中放第10896号。中放第10897号。中放第11026号。中放第11027号。中放第11152号。		約100万世帯		単独		世帯数は香川県・岡山県合わせた値 セタイスウアタイ

																												0										0:00:00

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		他の事業者による工事で、誤って受信所・送信所間の伝送線（光ケーブル）が断線された。				九放第10593号		上毛土佐井ＤＧ（その他局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		緊急出向し光ケーブルの切断箇所を復旧		なし		920世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		他の事業者による工事で、誤って受信所・送信所間の伝送線（光ケーブル）が断線された。				九放第10594号		上毛土佐井ＤＥ（その他局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		緊急出向し光ケーブルの切断箇所を復旧		なし		920世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		電気通信所業者による工事において、誤って受信点送信点を結ぶ光ケーブルを断線した。				九放第10540号		上毛土佐井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて障害検知。原因特定後、光回線の緊急復旧対応により放送復旧。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		九州朝日放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		電気通信所業者による工事において、誤って受信点送信点を結ぶ光ケーブルを断線した。				九放第10540号		上毛土佐井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて障害検知。原因特定後、光回線の緊急復旧対応により放送復旧。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		テレビ西日本 ニシニホン						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		電気通信事業者による工事において、誤って受信点と送信点を結ぶ光ケーブルを断線した。				九放第10611号		TNC上毛土佐井DTV。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて障害検知。原因特定後、光回線の緊急復旧対応により放送復旧。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		電気通信所業者による工事において、誤って受信点送信点を結ぶ光ケーブルを断線した。				九放第10568号		上毛土佐井局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて障害検知。原因特定後、光回線の緊急復旧対応により放送復旧。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＴＶＱ九州放送						DTV		中 ナカ		3								0		3/7/17		11:10:32		3/7/17		15:41:12		4:30:40		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因						九放第10603号		上毛土佐井局　その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて障害検知。原因特定後、光回線の緊急復旧対応により放送復旧。		なし		910世帯		共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		11				○				○		11/19/16		7:02:49		11/19/16		7:02:55		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		現象：画質・音質不良				九放第8857号		熊本DG（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		自然回復		南阿蘇DG(その他局)九放第     9150号。清和DG(その他局)九放第     9389号。三加和DG(その他局)九放第     9392号。矢部DG(その他局)九放第     9393号。蘇陽DG(その他局)九放第     9396号。菊水DG(その他局)九放第     9480号。砥用DG(その他局)九放第     9489号。三角DG(その他局)九放第     9551号。立田山DG(その他局)九放第     9761号。熊本託麻DG(その他局)九放第     9917号。鹿北DG(その他局)		1004254世帯		単独

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		11								0		11/19/16		7:02:49		11/19/16		7:02:55		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		現象：画質・音質不良				九放第8858号		熊本DE（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		自然回復		南阿蘇DE(その他局)九放第     9151号。清和DE(その他局)九放第     9391号。三加和DE(その他局)九放第     9395号。矢部DE(その他局)九放第     9394号。蘇陽DE(その他局)九放第     9397号。菊水DE(その他局)九放第     9484号。砥用DE(その他局)九放第     9490号。三角DE(その他局)九放第     9562号。立田山DE(その他局)九放第     9763号。熊本託麻DE(その他局)九放第     9919号。鹿北DE(その他局)		1004254世帯		単独

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3				○				○		3/5/17		10:53:13		3/5/17		15:58:39		5:05:26		その他 タ		その他 タ		原因不明（停波なし）。現象：画質・音質不良				九放第9150号		南阿蘇DG（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信設備調査中に自然回復		なし		4073世帯		単独

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 ナカ		3								0		3/5/17		10:53:13		3/5/17		15:58:39		5:05:26		その他 タ		その他 タ		原因不明（停波なし）。現象：画質・音質不良				九放第9151号		南阿蘇DE（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信設備調査中に自然回復		なし		4073世帯		単独

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 ナカ		10				○				○		10/14/16		9:00:00		10/14/16		10:24:49		1:24:49		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10256号		名瀬小宿（その他局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現地出向し故障部品交換		なし		1459世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送						DTV		中 ナカ		10				○				○		10/24/16		2:34:38		10/24/16		9:40:26		7:05:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信装置の故障により停波した。				九放第11274号		嘉麻平局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて障害検知。原因特定後、不具合部品の交換により放送復旧。		なし		600世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＲＫＢ毎日放送						DTV		中 ナカ		1				○				○		1/18/17		17:57:27		1/18/17		19:49:39		1:52:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信装置の故障により停波した。				九放第10530号		北九州小石局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて障害検知。原因特定後、不具合部品の交換により放送復旧。		なし		1,407世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		九州朝日放送						DTV		中 ナカ		11				○				○		11/28/16		15:31:36		11/28/16		16:43:09		1:11:33		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ミニサテ基本装置ユニット（単独部分）が故障した。				九放第10535号		深江局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		監視装置にて故障検知。緊急出向により対応。		なし		1,785世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＴＶＱ九州放送						DTV		中 ナカ		11				○				○		11/10/16		7:36:41		11/10/16		9:53:52		2:17:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11207号		嘉穂庄内局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		基本装置		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。緊急出向し、送信機ユニットの交換により復旧。		なし		1,029世帯		共建

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ＴＶＱ九州放送						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/12/17		19:11:40		2/12/17		21:27:53		2:16:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10583号		若松局　　　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		基本装置		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検知。緊急出向し、送信機ユニットの交換により復旧。		なし		5,058世帯		共建

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		親 オヤ		11				○				○		1/21/17		20:55:26		1/21/17		20:55:46		0:00:20		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		VTR操作ミス（素材の頭出し間違い）、黒み映像を約２０秒間送出した。				九放第8888号		ＳＴＳ佐賀ＤＴＶ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		VTR		事業者が自ら対応(その他)		ネット（CX）ニュースを強制OA		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号。九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		679,529世帯

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 ナカ		2				○				○		2/7/17		14:29:26		2/7/17		19:20:41		4:51:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基本装置の故障				九放第10940号		牛深須口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		出向し、ユニット交換		なし		1098世帯		民放4社共建

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		宮崎放送						DTV		親 オヤ		1				○				○		1/10/17		16:05:16		1/10/17		16:07:34		0:02:18		その他 タ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送運行データの作成ミスにより、番組内でグレー画面を送出				九放第8883号		宮崎ＤＴＶ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＥＤＰＳ（営放システム）		事業者が自ら対応(その他)		放送運行データの修正により復旧		九放第8969号。九放第8980号。九放第9086号。九放第9089号。九放第9234号。九放第9228号。九放第9291号。九放第9270号。九放第9306号。九放第9288号。九放第9329号。九放第9328号。九放第9384号。九放第9385号。九放第9383号。九放第9474号。九放第9475号。九放第9694号。九放第9778号。九放第9779号。九放第9840号。九放第9839号。九放第9894号。九放第9895号。九放第9952号。九放第9793号。九放第9953号。九放第10001号。九放		約43万9500世帯		単独

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分						FM		親 オヤ		11				○				○		11/29/16		15:09:27		11/29/16		15:09:38		0:00:11		回線障害 カイセンショウガイ		人為的な要因		保守作業中、本線音声回線に利用していたルーターの電源ケーブルが抜け、音声断となった。				九放第5719号		大分ＦＭ（親局）				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		ＩＳＤＮ回線により自動的にバックアップに切り替え、復旧。		九放第5869号(玖珠FM)、九放第5870号(日田FM)、九放第5871号(佐伯FM)、九放第5872号(津久見FM)、九放第5873号(中津FM)、九放第8511号(竹田FM)		423,752世帯				ＩＰ回線が切断されたのでＩＳＤＳ回線による自動ダイヤルアップにて音声は回復した。その後、ルーターの電源ケーブルが緩いことに気が付いたので、さらに差し込んだことでＩＰ回線も復旧した。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		コミュニティメディアパートナーズ福岡						CFM		C親 オヤ		3				○				○		3/6/17		19:01:00		3/6/17		20:45:00		1:44:00		回線障害 カイセンショウガイ		人為的な要因						九放第11340号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/3/16		13:20:10		10/3/16		13:20:28		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11441号		エフエムたんと				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(系切替)		無音発生後、約18秒で無音検知器による自動放送切替。後に自然復旧。原因調査後、IPコーデックを交換。				約8万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/27/16		19:46:28		10/27/16		19:46:48		0:00:20		その他 タ		人為的な要因		放送中に素材への上書き。登録ミスにより、放送素材が強制的に再生終了したため音声中断。 ホウソウチュウソザイウワガトウロクホウソウソザイキョウセイテキサイセイシュウリョウオンセイチュウダン				九放第11441号		エフエムたんと				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器による自動放送切替。原因調査後、再発防止の為、社員指導及び情報共有化。				約8万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		12				○				○		12/30/16		21:43:25		12/30/16		21:43:42		0:00:17		その他 タ		人為的な要因		放送素材の編集ミスにより1分弱の無音部分があったため音声中断。 ホウソウソザイヘンシュウプンジャクムオンブブンオンセイチュウダン				九放第11441号		エフエムたんと				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器による自動放送切替。原因調査後、再発防止の為、社員指導及び情報共有化。				約8万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/4/17		12:15:04		1/4/17		12:15:22		0:00:18		その他 タ		人為的な要因		放送当日の自動運行システムプログラム変更によるシステムエラーが発生。音声中断。				九放第11441号		エフエムたんと				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		無音検知器による自動放送切替。手動による切り替え操作後に、運行プログラムのエラーを修正し復旧。				約8万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/30/17		23:29:30		1/30/17		23:29:47		0:00:17		その他 タ		人為的な要因		放送素材の長さが予定していたものより短く、無音発生。音声中断。				九放第11441号		エフエムたんと				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器による自動放送切替。原因調査後、再発防止の為、社員指導及び情報共有化。				約8万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		エフエムたんと						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/31/17		12:39:27		1/31/17		12:39:45		0:00:18		その他 タ		人為的な要因		生放送中の機器（ミキサー）操作ミスにより無音発生。音声中断。				九放第11441号		エフエムたんと				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器による自動放送切替。切替直後に操作訂正により復旧。				約8万世帯		単独
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				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティーエフエム						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/6/16		9:06:00		10/6/16		9:12:00		0:06:00		停電 テイデン		他の事業者による要因		発電所落雷による停電				沖放第575号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		停電が起きた直後、発電機を起し、最小源での機材をつなぎなおし放送を行った。				23,142世帯 セタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティーエフエム						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/8/16		21:30:00		10/8/16		21:37:00		0:07:00		停電 テイデン		他の事業者による要因		電力会社送電の不備による停電				沖放第575号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		停電が起きた直後、モニター担当が出社し、発電機を起し、最小源での機材をつなぎなおし放送を行った。				23,142世帯 セタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティーエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○				○		1/22/17		12:50:00		1/22/17		13:10:00		0:20:00		停電 テイデン		他の事業者による要因		電力会社発電設備の不具合による発電所の停止				沖放第575号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		停電時、市マラソン大会が行われており、イベント会場から技術が到着するまで少々時間を要した。その後発電機を起し放送を行った。				23,142世帯 セタイ

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		FM久米島						CFM		C親 オヤ		10				○				○		10/4/16		0:30:00		10/4/16		9:30:00		9:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風第18号による、専用線（NTT回線）の断線				沖放第768号		FM久米島　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		通信業者（NTT）による復旧。				3982世帯		単独

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送						ワイド		親 オヤ		10								0		10/29/16		10:00:44		10/30/16		0:51:00		14:50:16		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		10/27 NTT予備回線が接続不良。10/29 雷の影響で沖縄県の通信基板及び放送局のメインコーデック機器に障害発生。停波。				沖放第528号		RBC石垣ラジオ。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		CLAD基板。音声コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		予備回線自然復旧に伴い放送復旧。現地にて、予備コーデックと交換後、メイン回線復旧。		沖放第529号(祖納R)、沖放第530号(与那国R)		21591世帯		共建		石垣R　 20524世帯、祖納R 　354世帯、与那国R 713世帯

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		ラジオ沖縄						ワイド		親 オヤ		10				○				○		10/29/16		10:01:00		10/30/16		14:25:00		28:24:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		沖縄県総合行政NWの設備に障害が発生したことからﾒｲﾝの放送ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが断となり、予備のNTT回線に切り替わったが、程なく不通となり放送が無変調となった。				沖放第531号		石垣Ｒ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		CLAD基板。音声コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		沖縄県の設備が復旧したことから、放送用プログラムが受信可能となり、放送は復旧した。		沖放第532号(祖納R)、沖放第533号(与那国R)		20,899世帯		共建		INS回線が自然復旧しなかったため、故障箇所を特定してハードウェア交換するまで復旧しなかった。 カイセンシゼンフッキュウコショウカショトクテイコウカンフッキュウ
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①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

衛星不具合が始まってから最後にBS17chが復旧するまでの時間を事故継続時間とする。
9:58:38～10:07:12

軽微なノイズが乗る程度で音声の視聴には支障がなかったため、重大事故とはしない。

21:25:37～21:25:49   12S
22:16:49～22:17:09   10S
22:17:53～22:18:01　　8S

計30S

9:44:04～9:44:17   13S
9:47:49～22:47:58   9S
9:49:11～9:49:56　　45S

計67S

本の報告書で「送信設備」となっていたが、設備故障ではなく上位局から信号が来ないの原因であるため、「中継回線設備」に修正。

本の報告書では「送信設備（その他）」となっていたが、送信設備（電源設備）に修正。

本の報告書では「送信設備（その他）」となっていたが、送信設備（電源設備）に修正。

本の報告書では「送信設備（その他）」となっていたが、送信設備（電源設備）に修正。

報告書では「自然災害」になっていたが、事業者側から見れば電力会社からの給電が止まったことが原因であるため、「停電」に訂正した。

4:00:44～4:01:24   40S
7:25:43～7:26:56   1m13s

計 1m53s

4:00:44～4:01:29   45S
7:25:43～7:26:10   27s

計 1m12s

4:00:44～4:03:00   1m16S
7:25:43～7:27:36   1m53s

計 3m9s

4:00:44～4:01:14   30S
7:25:43～7:27:20   1m37s

計 2m07s

4:00:44～4:03:28   2m44S
7:25:43～7:27:05   1m22s

計 4m06s

12:01:19～12:02:19   50S
12:02:22～12:05:45   3m23s

計 4m13s

21:41:40～21:41:42  2S
21:44:54～21:48:12   3m18s

計 3m20s

元の報告書では「人為的要因」となっていたが、他社報告に合わせた

13:03:24～13:03:25     0.5S
13:07:35～13:07:36     0.5s
13:09:28～13:09:29     0.5s
13:18:51～12:18:52     0.5s
13:29:13～13:29:14     0.5s

計 3s

報告書に記載がなかったため、記載内容から判断した。

21:41:40～21:41:42     2S
21:44:54～21:46:46     1m52s


計 1m54s

21:41:35～21:42:38     1m3S
21:47:01～21:47:51     50s


計 1m53s

21:41:36～21:42:38     1m2S
21:47:01～21:4722    21s


計 1m23s

報告書では7/9だが、報告メールでは7/10のため、7/10に修正

報告書では「自然故障」となっていたが、熊本放送等の同様の事例に合わせて、「停電」に修正

報告書では「設備故障」となっていたが、他の報告書での同様の事故での記載に合わせ「その他」に修正。

報告書未記載の情報をメール等で補完

報告書では「自然復旧」となっていたが、フィラーに切り替わったあと手動でスタジオに切り戻しているので「系切替」とした。

報告書未記載の情報をメール等で補完

報告書では「自然復旧」となっていたが、フィラーに切り替わったあと手動でスタジオに切り戻しているので「系切替」とした。

報告書では「自然復旧」となっていたが、フィラーに切り替わっているので「系切替」とした。

報告書に記載がないが、コメントから判断してコーデックがフリーズし、自動リセットして復旧したと推測される。

11:01:15～11:01:20     5S
11:01:36～11:21:00    19m24s


計 19m29s

22:11:08～22:12:01     53s
22:15:21～22:20:13   4m52s


計 5m45s

報告書では「中継回線設備（空中線系）」であったが、上流局の宇根山FX受信レベル低下が原因のため、当該設備自体に問題はない。よって、他局の報告に合わせ「中継回線設備（その他）｝とした。

6:12:22～6:13:13     51s
22:36:09～22:37:17   1m08s


計 1m59s

停電は3回発生
19:32:37～19:34:31   1m54s
19:41:54～19:43:47   1m53s
19:51:01～19:52:57   1m56s

計 5m43s

報告書では「中継回線設備（その他）」となっていたが、事故内容から見て明らかに中継回線が原因ではないため、「放送局の送信設備（その他）」に修正。

2回発生
13:05:18～13:06:59   1m41s
17:45:42～17:46:20   38s


計 2m19s

2回発生
8:32:16～8:32:58   42s
8:36:59～8:37:05   6s


計 48s

事故発生期間は18分だが、音声乱れがあったののは正味約3分。

23:45:00～23:45:10   10S
23:45:19～23:45:21    2S
23:50:39～23:50:42　　3S
23:50:57～23:51:04　　7S

計22S

映像・音声は正常であったため、重大事故とは扱わない。

主音声は正常であったため、重大事故とは扱わない。

5:10:04～5:11:44   1m40S
5:13:11～5:13:29    18S

計 1m58s

17:12:22～17:14:57  2m35S
17:16:06～17:29:31 13m25S

計 16m

5:27:30～5:31:45     4m15S
16:43:02～16:53:08 10m06S

計 14m21s

8:27:56～8:32:56     5m00S
8:41:32～8:43:20     1m48S
8:50:38～8:51:02     0m24s
9:25:41～9:27:24     1m43s
9:41:02～9:41:53     0m51s
9:44:38～9:46:13     1m35s
9:47:20～10:09:00   21m40s


計 33m01s

まとめて１件としてカウントし、最後に復旧したチャンネルの復旧時刻を事故復帰時刻とする。

元の報告では中継回線設備（その他）となっているが、故障設備をTTL受信設備としているため、他事業者との整合も考え、送信設備（その他）とした。

報告書では「その他」となってたが、事故内容から判断して修正

報告書では中継罫線設備と送信設備の両方が故障しているが、集計の都合上より上流の中継回線設備を選択した。

報告書では中継罫線設備と送信設備の両方が故障しているが、集計の都合上より上流の中継回線設備を選択した。

報告書では「停電」となっていたが、
　　・計画停電である
　　・本来UPSから給電されるはずだった

ことを考慮し、人為的な要因とした。

・２６：４６：５３～２６:４７:００（７秒間）
・２６：４７：０１～２６:４７:０４（３秒間）※チャイム音のみ
・２６：４７：２６～２６:４７:３４（８秒間）
・２６：４７：３５～２６:４７:４１（６秒間）
・２６：４７：５３～２６:４７:５９（６秒間）


計 30s

・4:00:00～5:15:00（1h15m）
・11:00:00～11:30:00（30m）
・21:00:00～23:29:00（2h29m）


計 4h14m


影響の範囲が小さいため、重大事故にはしない。

・19:11:19～19:11:36（17秒間）
・19:17:57～19:18:14（17秒間）
・19:20:14～19:20:18（4秒間）
・19:28:30～19:28:45（15秒間）


計 53s

平成２８年１０月１１日
　　　　　　　10:34:38～10:39:47（5分09秒間）
　　　　　　　10:54:37～11:00:53（6分16秒間）
　　　　　　　12:44:50～12:46:49（1分59秒間）
　　　　　　　12:49:36～12:51:16（1分40秒間）
　　　　　　　13:08:00～13:12:00（4分00秒間）
　　　　　　　16:56:28～16:57:56（1分28秒間）
　　　　　　　23:40:53～23:45:03（4分10秒間)
平成２８年１０月１２日
　　　　　　　00:06:27～00:14:28（8分01秒間)
　　　　　　　00:26:31～00:36:20（9分49秒間)
　　　　　　　00:59:37～01:02:01（2分49秒間)
　　　　　　　01:46:46～01:51:26（4分40秒間)
　　　　　　　01:56:55～02:06:17（9分22秒間)
　　　　　　　02:09:01～02:18:16（9分15秒間)
　　　　　　　02:19:31～02:28:26（8分55秒間)
　　　　　　　02:36:18～02:39:31（3分13秒間)
　　　　　　　03:17:19～03:22:17（4分58秒間)
　　　　　　　03:25:04～03:33:15（8分11秒間)

　　　　　　　　　　　　　累計　1時間35分40秒間

報告では「その他」
となっていたが、他の
報告例に合わせた

10/28 17:50～19:05(1時間15分)
10/29 12:33～13:27(54分)

10/18 19:05からはサイマル放送温性で仮復旧し、改正修理作業の間再度無音となった。

・3:00:00～4:49:40（1:59:40）
・5:00:00～5:59:40（0:59:40）


計 2:59:20

設備の状況報告では「事業者が自ら対応(その他)」となっていたが、事故報告書内容および琉球放送の報告内容から判断して修正した。

各演奏所内で発生した事故ではなく、送り側（仙台）の問題のため、最も事故継続時間の長かった局を代表でカウントする。

H28年度分より、　
　・停電して非常用発電機が起動するまでの　数秒～十数秒の短い停電(×)
　・フェージング(□)
　・STL/TTL受信アンテナへの着雪（中継局）(△)
は集計対象から外すことにしたため、除外処理用にチェック行を新たに設けた。

従来はＬ列に○がついているものを集計対象としていたが、H28年度分よりＬ列に丸がついているデータのうち、Ｍ列にチェックが付いているデータは除外して集計する。

Ｌ列・M列の値から自動計算するので、手入力しないこと。

書き込み禁止に設定したかったが、行のコピー・挿入も出来なくなるため、あきらめた。

報告書は「事業者が自ら対応(その他)」だったが、処置内容から判断して修正。

映像・音声自体は正常に送出されたため、重大事故にはしない。

中継局で発生したため、重大事故とは扱わない。

中継局で発生したため、重大事故とは扱わない。

中継局で発生したため、重大事故とは扱わない。

中継局で発生したため、重大事故とは扱わない。

親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。

重大事故対象となるのは「親局の主たるＦＭ補完局」であり、それは親局相当として扱うため、親局に分類した。

重大事故対象となるのは「親局の主たるＦＭ補完局」であり、それは親局相当として扱うため、親局に分類した。

断続的に無音が発生したので正味の値を記入した。

一番長い事故継続時間を代表値とする。

音声自体は正常送出されたため、事故のカウント対象外とする。

親局と中継局との間の光ケーブルの損傷のため、分類を
C親→中(rev6)



時間と事業者(1) (親局・プラン局・その他)

		

		↓２９上下期集計 　　　２３にはアナログを含む　　【表の手修正作業が必要】 ジョウゲキシュウケイフクヒョウテシュウセイサギョウヒツヨウ

		　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		計
（件数） ケイケンスウ																																地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ																																																																																																																																				衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ																																有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

																																				親局 オヤキョク																																																																				重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク																																小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

																																				地上デジタル放送、中波放送、
中波放送の主たる補完中継局(2016年3月～)、
超短波放送、マルチメディア放送 チジョウホウソウチュウハホウソウシュチュウケイキョクチョウタンパホウソウホウソウ																																コミュニティ放送 ホウソウ

		　障害継続時間 ショウガイケイゾクジカン		H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24

				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下				上下				上下 ジョウゲ				上下 ジョウゲ				上下 ジョウゲ				上下 ジョウゲ				上下 ジョウゲ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ

		15分未満 フンミマン		93		82		119		183		251		51		128		171		139		132		127		102		154		95		93		68		22		17		25		30		87		0		45		40		42		34		65		33		63		29		27		15		6		10		57		20		45		0		17		31		46		27		30		32		34		31		34		31		25		27		14		6		10		9		35		0		17		28		20		20		10		10		19		3		4		0		46		40		27		15		70		0		27		24		20		20		15		4		31		7		27		3		5		9		0		31		14		0		22		4		9		10		7		7		7		8		10		9		12		40		78				51				44				16				16				17				14

		15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		10		16		23		22		25		3		8		15		13		10		18		11		7		16		13		9		3		1		5		3		5		0		2		3		1		2		0		0		2		1		2		1		2		6		13		8		13		0		3		4		10		4		12		6		4		7		4		7		6		4		1		1		0		3		1		0		0		1		0		2		0		0		0		2		0		0		4		7		5		2		4		0		2		1		0		2		6		2		0		2		4		3		0		1		0		3		2		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		0		2		2		3				3				6				0				2				3				1

		30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		13		29		20		32		33		8		20		20		11		14		19		11		11		16		23		11		2		1		2		0		4		0		0		3		1		2		0		0		0		3		2		2		1		15		7		5		16		0		12		9		4		9		8		6		6		4		6		4		12		3		2		1		3		0		0		0		1		1		1		0		5		0		2		0		0		0		7		11		8		13		8		0		7		3		1		0		6		2		3		3		9		4		1		1		0		4		5		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		9		10				8				3				0				3				5				1

		1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		11		13		10		10		32		1		6		10		13		2		10		6		16		10		15		7		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		3		1		1		0		0		2		7		7		18		0		2		4		5		2		3		2		4		4		4		4		4		3		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		2		0		10		11		3		1		11		0		4		4		1		0		6		4		8		4		8		4		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				1				0				0				0				1				0

		1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		12		9		12		10		13		0		11		8		12		10		6		7		13		2		11		11		0		2		1		0		2		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		6		3		3		0		1		4		6		4		1		3		3		0		3		0		4		3		1		0		0		2		3		0		0		1		1		0		1		1		0		0		2		0		10		6		5		2		5		0		10		1		1		0		3		2		9		2		5		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		2				0				2				0				0				0				2

		2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		46		28		44		11		42		0		28		20		24		15		18		18		35		25		39		20		1		0		1		1		2		0		0		0		1		0		0		1		2		0		2		0		6		4		7		2		6		0		7		4		5		5		2		3		4		5		4		5		8		0		2		1		2		1		1		0		4		3		3		0		2		1		0		1		2		1		37		23		34		6		32		0		16		12		3		0		14		13		28		19		27		19		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				0				1				1				0				0				0

		5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		16		14		20		19		21		0		15		7		3		9		12		5		14		10		24		13		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		2		3		5		0		3		1		1		2		1		1		0		3		0		3		4		4		0		1		1		0		2		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		15		12		17		15		14		0		10		6		0		0		11		4		13		7		18		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0				0				0				0				0				1

		10時間以上 ジカンイジョウ		28		6		17		13		28		0		6		14		5		5		13		5		14		6		47		13		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		2		3		3		1		9		0		1		2		0		0		0		2		4		0		4		0		7		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		2		0		1		0		0		1		0		26		2		12		9		17		0		4		11		0		2		13		1		9		5		39		11		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0				0				0				0				0				0

		計（件数） ケイケンスウ		229		197		265		300		445		63		222		265		220		197		223		165		264		180		265		152		28		21		35		34		102		0		48		48		46		39		66		35		72		35		35		19		19		42		102		49		115		0		46		59		77		53		57		55		59		54		59		54		70		45		20		10		17		17		44		0		23		34		26		24		18		13		23		6		12		2		155		112		111		63		161		0		80		62		26		24		74		32		101		49		137		56		6		12		0		42		23		0		25		6		10		12		8		9		9		10		11		11		16		53		95				63				56				17				21				26				19

		赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		18		15		21				38				16		10		11		11		6		9		14		13		30		10		6		2		7		1		12		0		1		4		3		3		1		1		5		5		8		1		9		8		12		6		17		0		11		6		6		7		3		6		6		7		6		7		18		5		2		2		2		0		2		0		3		0		2		1		2		2		1		1		4		2																																		1		3		0		11		7		0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		1		2				0				0				0				0				0				1

		重大事故対象から除外　計（件数） ジュウダイジコタイショウジョガイケイケンスウ																																		0		2		3		3		3		0		2		4		1		2		0		1		4		1		0		3		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		0		0		2		1		2		1		1		0		0		0		2		2		2		0		2		3		1		1		0		0		0		0		0		0																																		0		0		0		0		2		0		2		2		1		2		1		2		0		2		1		1		0		0		0				0				1				1				0				0				0

		備　　考

（重大事故から除外した例など） ソナエコウジュウダイジコジョガイレイ												508				487				417				388				444				417		＜11/25中京テレビ　4:14:00＞
ＰＩＤ数が１３を超えたため、一部の受信機で受信できなくなったもの。影響小のため、重大事故に含めない。
＜1/6Radio NEO 00:59:00＞
前回の放送内容を再度放送した。映像・音声自体は正常送出したため、重大事故に含めない。 チュウキョウスウコイチブジュシンキジュシンエイキョウショウジュウダイジコフクゼンカイホウソウナイヨウサイドホウソウエイゾウオンセイジタイセイジョウソウシュツ																																<5/13 FMとおかまち  46:26:00>
親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。																																																																																																				＜9/18 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー  01:43:21＞
第１・第２音声に時折ノイズ（プツプツ音）が混ざる。軽微なノイズが乗る程度で音声の視聴には支障がなかったため、重大事故に含めない
＜3/6 スーパーネットワーク 00:28:25＞
クローズドキャプション用字幕データが出力せず。映像・音声自体は送出されたため、重大事故に含めない
 ＜3/12 WOWOW 01:34:05＞
発生時間にて、CS621chのみデュアルステレオ放送のはずが主音声(1ch/2ch)のみ放送され、副音声(3c

		↓２９上下期集計　上下区別なし 　　　２３にはアナログを含む　（（メディアのダブり無し））　報告書用　　【表の手修正作業が必要】 ジョウゲキシュウケイカミシモクベツフクナホウコクショヨウヒョウテシュウセイサギョウヒツヨウ

		　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合  計
（件数） ゴウケイケンスウ																地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ																																																																衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ																有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

																				親局 オヤキョク																																重要な中継局
（プラン局※1） ジュウヨウチュウケイキョクキョク																小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

		継続時間																		地上アナログ放送、
地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる補完中継局、
超短波放送、
短波放送、
マルチメディア放送 チジョウホウソウチジョウホウソウチュウハホウソウタンパホウソウホウソウ																コミュニティ放送 ホウソウ

				H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド

		15分未満 フンミマン		227		302		302		299		271		229		249		161		39		55		87		85		76		98		92		42		16		77		45		48		73		62		65		52		20		19		35		45		40		20		22		4		86		42		70		51		47		19		38		30		14		31		14		26		19		14		15		19		52		78		51		44		16		16		17		14		0		0

		15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		30		45		28		23		23		29		23		22		4		8		5		5		3		0		3		3		8		21		13		7		14		18		11		10		2		3		1		1		2		0		2		0		11		7		4		3		2		8		2		7		1		3		2		1		2		1		2		1		4		3		3		6		0		2		3		1		0		0

		30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		51		52		41		40		25		30		27		34		3		2		4		3		3		0		3		4		16		12		16		21		13		14		10		15		3		3		0		2		1		5		2		0		18		21		8		10		7		8		6		13		2		4		5		1		1		0		1		1		9		10		8		3		0		3		5		1		0		0

		1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		25		20		33		16		15		16		26		22		0		0		1		1		0		1		4		1		2		14		18		6		7		5		8		7		1		1		1		0		1		0		1		2		21		4		11		8		7		10		12		12		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		23		22		13		19		22		13		15		22		2		1		2		0		1		0		1		0		2		9		3		5		10		4		3		7		1		2		3		1		1		2		0		2		16		7		5		11		10		5		11		11		0		1		0		0		0		2		0		0		2		2		0		2		0		0		0		2		0		0

		2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		75		55		42		48		39		36		60		59		1		2		2		0		1		1		2		2		10		9		6		11		10		5		9		8		3		3		1		7		3		3		1		3		60		40		32		28		24		27		47		46		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		30		39		21		22		12		17		24		37		0		0		0		1		1		0		0		2		2		5		5		4		3		2		3		8		1		1		2		1		0		0		1		2		27		32		14		16		8		15		20		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0

		10時間以上 ジカンイジョウ		34		30		28		20		10		18		20		60		0		1		1		1		0		1		2		0		5		4		9		3		0		2		4		8		0		2		1		0		2		1		0		1		28		21		17		15		8		14		14		50		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		計 ケイ		495		565		508		487		417		388		444		417		49		69		102		96		85		101		107		54		61		151		115		105		130		112		113		115		31		34		44		57		50		31		29		14		267		174		161		142		113		106		150		193		18		42		23		31		22		17		19		22		69		95		63		56		17		21		26		19		0		0

		赤枠内のうち重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		34		38		33		27		22		15		27		40		8		9		7		5		6		2		10		9		17		17		17		17		13		9		13		23		4		4		4		3		3		4		2		6																		4		6		5		1		0		0		2		1		1		2		0		1		0		0		0		1

		データ整合チェック セイゴウ		前 マエ		後 ウシ

		CFM以外の地上基幹放送 イガイチジョウキカンホウソウ		166		70				236

		　　　　(1)親局 オヤキョク		35		19				54

		　　　　(2)プラン局 キョク		12		2				14

		　　　　(3)中継局 チュウケイキョク		119		49				168

		　　　　(1)+(2)+(3)		166		70				236

		コミュニティFM		88		52				140

		　　　　(1)親局 オヤキョク		70		45				115

		　　　　(2)プラン局 キョク		0		0				0

		　　　　(3)中継局 チュウケイキョク		18		7				25

		　　　　(1)+(2)+(3)		88		52				140

		　　各青枠部分の値が上下で一致しない場合、元データにC親/親の記載ミスがある。 カクアオワクブブンアタイジョウゲイッチバアイモトオヤオヤキサイ



＜5/23 熊本県民テレビ 0:16:00＞
主音声は問題なかったため、重大事故に含めない。
＜7/23 東北放送 0:28:00＞
生放送中に主音声に副音声が混入したが音声断しなかったため、重大事故に含めない。

<10/3 山陰放送　0:24:36>
運行担当者が、番組延長操作を誤り、断続的に5回グレー画面等を送出。映像が乱れた累積時間は4分43秒のため、重大事故としない。
<3/10 関西テレビ 0:15:05>
副調整室の音声調整装置故障で、6回（累積9分11秒）無音となる。累積時間が15分以下のため、重大事故としない。

<12/8 サンテレビ 19:28:00>
データ放送のみの事故のため、重大事故に含めない。

<3/2 毎日放送 1:12:35>
OFDM変調器の不調で、断続的に8回（累積9秒)の障害。累積時間が15分以下のため、重大事故に含めない。

<10/14 FMだいご 12:25:00>
民家火災によりＮＴＴ回線ケーブルが損傷，放送にノイズが発生。無音とはならなかったため、重大事故に含めない。

<8/9 ビーエスFOX 4:30:00>
放送素材準備における人為的なミスにより、放送予定と異なる番組素材を放送。放送自体は途切れなかったため、重大事故に含めない。

<6/3 福島テレビ 3:00:41>
<6/4 青森放送 2:30:00>
フェージングによる回線伝搬異常。トータル停波時間が2時間未満のため、重大事故に含めない。

<10/11 日本放送協会　DG DE  2:10:43>
フェージング。単独局のため、2件でカウントした。
<3/4 テレビユー福島  4:40:06>
反射板の着氷により、ＳＴＬ回線で5回の障害が発生。いずれも数秒以内で復旧したため、重大事故に含めない。

<3/7 スカパー・エンターテイメント 0:40:38>
光パッチケーブルの差込不十分（現地～KDDI間の光回線）。スカパー外部の設備で障害が発生したため、重大事故に含めない。

<10/18ウェザーニュース 1:05:00>
基準信号発生装置の故障により、画像が乱れた。15分以内に暫定対応が完了したため、重大事故に含めない。

<8/31 サテライト・サービス 62:39:00>
ＥＰＧのみの事故のため重大事故に含めない。

<2/9 スカパーブロードキャスティング 2:06:11>
大型の暴風雨の通過による米国衛星通信事業者のアンテナ設備の誤作動。スカパー外部の設備で障害が発生したため、重大事故に含めない。

<7/7 逗子・葉山コミュニティ放送 4:50:00>
送信機の故障。重大事故から除外された経緯は不明。

<7/31 エフエム島田 9:24:00>
施設の他工事業者により放送用通信回線が切断され無変調となった。重大事故から除外された経緯は不明。

<5/1 石垣コミュニティエフエム 84:17:00>
障害原因のＩＳＤＮ回線及びルータの修理完了、完全復旧までの間の累積停波時間は、１時間５２分４５秒であり、重大事故に含めない。

＜10/3山陰放送00:30:00＞
減力放送を継続したため、重大事故に含めない。
＜3/23テレビ大阪 00:30:00＞
ワンセグのみ発生のため、重大事故に含めない。

＜5/7静岡朝日テレビ　7:11:00＞
データ放送の障害のため、重大事故に含めない。

＜6/15静岡放送 2:29:07＞
減力して放送を継続したため、重大事故に含めない。

＜12/7高知放送 22:00:00＞
減力して放送を継続したため、重大事故に含めない。

＜4/5 ＢＳ日本  00:27:00＞
２か国語番組にて音声モードを「２ステレオ」で放送されなければならないところ、「２モノ」で放送されたため、２チャンネルとも日本語となった。音声自体は送出されたため、重大事故に含めない

＜2/19 スーパーネットワーク 00:19:01＞
ドラマ後半で別の話数のロールを送出した。映像・音声自体は送出されたため、重大事故に含めない

＜2/25 囲碁将棋チャンネル 01:00:00＞
視聴制限（4才以上）が掛かる設定になっていた。映像・音声自体は正常送出されため、重大事故に含めない。

＜9/18 松竹ブロードキャスティング＋他3社＞
津波注放電文を９９以上受けられないことによる不具合。映像・音声の乱れは発生していないため、重大事故に含めない。

＜11/25中京テレビ　4:14:00＞
ＰＩＤ数が１３を超えたため、一部の受信機で受信できなくなったもの。影響小のため、重大事故に含めない。

＜1/6Radio NEO 00:59:00＞
前回の放送内容を再度放送した。映像・音声自体は正常送出したため、重大事故に含めない。

＜9/18 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー  01:43:21＞
第１・第２音声に時折ノイズ（プツプツ音）が混ざる。軽微なノイズが乗る程度で音声の視聴には支障がなかったため、重大事故に含めない

＜3/6 スーパーネットワーク 00:28:25＞
クローズドキャプション用字幕データが出力せず。映像・音声自体は送出されたため、重大事故に含めない

＜3/12 WOWOW 01:34:05＞
発生時間にて、CS621chのみデュアルステレオ放送のはずが主音声(1ch/2ch)のみ放送され、副音声(3ch/4ch)が選択できない状態となった。主音声のみのまま放送終了。主音声自体は正常送出されため、重大事故に含めない。

<5/13 FMとおかまち  46:26:00>
親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。

7/20エフエム愛媛が中継局としてカウントされていたのを親局に修正したため+1件

＜1/6Radio NEO 00:59:00＞
前回の放送内容を再度放送した。映像・音声自体は正常送出したため、重大事故に含めない。

＜11/25中京テレビ　4:14:00＞
ＰＩＤ数が１３を超えたため、一部の受信機で受信できなくなったもの。影響小のため、重大事故に含めない。

<5/13 FMとおかまち  46:26:00>
親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。

＜3/6 スーパーネットワーク 00:28:25＞
クローズドキャプション用字幕データが出力せず。映像・音声自体は送出されたため、重大事故に含めない

＜9/18 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー  01:43:21＞
第１・第２音声に時折ノイズ（プツプツ音）が混ざる。軽微なノイズが乗る程度で音声の視聴には支障がなかったため、重大事故に含めない

＜3/12 WOWOW 01:34:05＞
発生時間にて、CS621chのみデュアルステレオ放送のはずが主音声(1ch/2ch)のみ放送され、副音声(3ch/4ch)が選択できない状態となった。主音声のみのまま放送終了。主音声自体は正常送出されため、重大事故に含めない。

＜1/6Radio NEO 00:59:00＞
前回の放送内容を再度放送した。映像・音声自体は正常送出したため、重大事故に含めない。

＜11/25中京テレビ　4:14:00＞
ＰＩＤ数が１３を超えたため、一部の受信機で受信できなくなったもの。影響小のため、重大事故に含めない。

<5/13 FMとおかまち  46:26:00>
親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。

<5/13 FMとおかまち  46:26:00>
親局から中継局への中継回線で障害が発生し、影響を受けたのが一部の中継局であるため、重大事故とは扱わない。

＜3/6 スーパーネットワーク 00:28:25＞
クローズドキャプション用字幕データが出力せず。映像・音声自体は送出されたため、重大事故に含めない

＜9/18 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー  01:43:21＞
第１・第２音声に時折ノイズ（プツプツ音）が混ざる。軽微なノイズが乗る程度で音声の視聴には支障がなかったため、重大事故に含めない

＜3/12 WOWOW 01:34:05＞
発生時間にて、CS621chのみデュアルステレオ放送のはずが主音声(1ch/2ch)のみ放送され、副音声(3ch/4ch)が選択できない状態となった。主音声のみのまま放送終了。主音声自体は正常送出されため、重大事故に含めない。

河合　信城(013605):
衛星一般放送分が含まれていないため数式を修正。現在は上下合算値を下期に足し込む数式になっているため、翌年度更新の際は注意。（上期に事故が起きた場合に、下期に加算されてしまうため半期ごとの数が合わない。）

H23～H25の重大事故件数の値は、「月別総数　解析」シートの値と異なります。過去の報告書では、「月別総数　解析」シートの値を使用しています。



時間と事業者(2)(各地方局)

		

		↓２９上下期集計　　地上基幹放送での停止事故にかかわる継続時間と放送種別の関係　　　報告書用　　【自動集計】 ジョウゲキシュウケイチジョウキカンホウソウテイシジコケイゾクジカンホウソウシュベツカンケイホウコクショヨウジドウシュウケイ

		親局 オヤキョク		継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		東海 トウカイ		北陸 ホクリク		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

				地上アナログ放送、
地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる補完中継局、
超短波放送、
短波放送、
マルチメディア放送		15分未満 フンミマン		4		8		5		1		3		1		6		4		2		6		2				42

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		0		1		0		0		0		0		0		0		0		2		0				3

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		0		0		0		0		0		1		3		0		0		0		0				4

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				1

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0				2

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				2

						10時間以上 ジカンイジョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						計 ケイ		4		10		5		1		3		2		11		4		2		9		3				54

						赤枠内のうち重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		0		1		0		0		0		1		4		0		0		3		0				9

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		東海 トウカイ		北陸 ホクリク		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

				コミュニティ放送 ホウソウ		15分未満 フンミマン		1		6		3		2		19		2		5		8		0		3		3				52

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		1		2		2		0		2		0		1		0		1		1		0				10

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		2		0		1		0		2		0		4		2		1		1		2				15

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		1		1		1		1		1		0		2		0		0		0		0				7

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		0		0		2		0		1		0		2		0		0		2		0				7

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		4		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1				8

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		2		0		4		0		0		1		1		0		0		0		0				8

						10時間以上 ジカンイジョウ		4		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1				8

						計 ケイ		15		10		14		3		27		3		15		10		2		9		7				115

						赤枠内のうち重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		10		1		5		0		1		1		1		0		0		2		2				23

		継続時間 ケイゾクジカン						北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		東海 トウカイ		北陸 ホクリク		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		重大な中継局
（プラン局※１） ジュウダイチュウケイキョクキョク				15分未満 フンミマン		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0				2

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0				3

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2

						10時間以上 ジカンイジョウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1

						計 ケイ		9		0		0		0		1		0		0		0		2		2		0				14

						赤枠内のうち重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		2		0		0		0		1		0		0		0		1		2		0				6

		継続時間 ケイゾクジカン						北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		東海 トウカイ		北陸 ホクリク		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク				15分未満 フンミマン		20		3		3		0		0		0		0		2		2		0		0				30

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		3		0		0		0		0		1		0		2		0		0		1				7

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		4		0		2		0		0		0		0		1		1		5		0				13

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		3		0		2		0		1		0		1		0		0		4		1				12

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		2		0		0		0		0		2		1		2		0		4		0				11

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		17		4		4		2		0		0		1		1		3		10		4				46

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		12		3		1		0		1		0		0		0		0		4		3				24														衛星 エイセイ

						10時間以上 ジカンイジョウ		30		0		2		0		7		1		1		1		2		4		2				50						重大事故小計 ジュウダイジコショウケイ								基幹放送の重大事故 キカンホウソウジュウダイジコ

						計 ケイ		91		10		14		2		9		4		4		9		8		31		11				193						38						+		0						=		38

																										地上基幹放送　合計 チジョウキカンホウソウゴウケイ						376

		↓２９上下期集計　　地上基幹放送での停止事故にかかわる継続時間と発生原因の関係　　　報告書用　　【年度別集計は手修正作業が必要】 ジョウゲキシュウケイチジョウキカンホウソウテイシジコケイゾクジカンハッセイゲンインカンケイホウコクショヨウネンドベツシュウケイテシュウセイサギョウヒツヨウ

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ				東北 トウホク				関東 カントウ				信越 シンエツ				東海 トウカイ				北陸 ホクリク				近畿 キンキ				中国 チュウゴク				四国 シコク				九州 キュウシュウ				沖縄 オキナワ								←これらの値が下の年度別集計表に入る アタイシタネンドベツシュウケイヒョウハイ																						衛星基幹 エイセイキカン				衛星一般 エイセイイッパン								←これらの値が下の年度別集計表で使用される アタイシタネンドベツシュウケイヒョウシヨウ

				設備故障 セツビコショウ		短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		3				3				2				1				4				2				4				4				1				5				1						30		(0)																						7				8

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		2		(0)		3		(0)		5		(0)		1		(0)		4		(0)		3		(0)		6		(3)		3		(0)		2		(0)		6		(0)		1		(0)				36		(3)																						0		(0)		2		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		5		(1)		4		(1)		6		(3)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(1)		9		(1)		3		(0)				33		(7)																						1		(1)		1		(1)

						計 ケイ		10		(1)		10		(1)		13		(3)		2		(0)		8		(0)		6		(0)		12		(3)		8		(0)		5		(1)		20		(1)		5		(0)				99		(10)																						8		(1)		11		(1)				19		(2)

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ				東北 トウホク				関東 カントウ				信越 シンエツ				東海 トウカイ				北陸 ホクリク				近畿 キンキ				中国 チュウゴク				四国 シコク				九州 キュウシュウ				沖縄 オキナワ																														衛星基幹 エイセイキカン				衛星一般 エイセイイッパン

				自然災害 シゼンサイガイ		短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		0				5				1				0				1				1				2				2				2				0				0						14		(0)																						2				1

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		6		(0)		0		(0)				7		(0)																						0		(0)		1		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		0		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		3		(0)		8		(2)		0		(0)				20		(4)																						0		(0)		0		(0)

						計 ケイ		0		(0)		6		(0)		4		(0)		1		(0)		3		(1)		1		(0)		3		(1)		3		(0)		6		(0)		14		(2)		0		(0)				41		(4)																						2		(0)		2		(0)				4		(0)

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ				東北 トウホク				関東 カントウ				信越 シンエツ				東海 トウカイ				北陸 ホクリク				近畿 キンキ				中国 チュウゴク				四国 シコク				九州 キュウシュウ				沖縄 オキナワ																														衛星基幹 エイセイキカン				衛星一般 エイセイイッパン

				第三者要因
（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク		短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		26				3				3				0				1				0				2				3				1				3				1						43		(0)																						2				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		15		(0)		0		(0)		4		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(0)		3		(0)				34		(0)																						0		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		63		(11)		2		(1)		3		(2)		1		(0)		9		(1)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		4		(2)		9		(2)				94		(21)																						0		(0)		0		(0)

						計 ケイ		104		(11)		5		(1)		10		(2)		1		(0)		11		(1)		1		(1)		8		(1)		4		(0)		3		(0)		11		(2)		13		(2)				171		(21)																						2		(0)		0		(0)				2		(0)

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ				東北 トウホク				関東 カントウ				信越 シンエツ				東海 トウカイ				北陸 ホクリク				近畿 キンキ				中国 チュウゴク				四国 シコク				九州 キュウシュウ				沖縄 オキナワ																														衛星基幹 エイセイキカン				衛星一般 エイセイイッパン

				人為的要因 ジンイテキヨウイン		短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		0				1				4				2				16				0				3				5				0				1				1						33		(0)																						7				3

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		3		(0)		0		(0)		3		(2)		0		(0)				12		(3)																						1		(0)		1		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)				2		(0)																						0		(0)		0		(0)

						計 ケイ		1		(0)		1		(0)		5		(0)		2		(0)		16		(0)		1		(1)		6		(0)		8		(0)		0		(0)		6		(2)		1		(0)				47		(3)																						8		(0)		4		(0)				12		(0)

				継続時間 ケイゾクジカン				北海道 ホッカイドウ				東北 トウホク				関東 カントウ				信越 シンエツ				東海 トウカイ				北陸 ホクリク				近畿 キンキ				中国 チュウゴク				四国 シコク				九州 キュウシュウ				沖縄 オキナワ																														衛星基幹 エイセイキカン				衛星一般 エイセイイッパン

				その他 タ		短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		0				5				1				0				0				0				0				0				0				0				2						8		(0)				地上基幹放送の重大事故 チジョウキカンホウソウジュウダイジコ																		1				2												衛星基幹・一般放送の重大事故 エイセイキカンイッパンホウソウジュウダイジコ

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)				5		(0)				(38)																		1		(0)		0		(0)										(2)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		3		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)				5		(0)				地上基幹放送の事故総数 チジョウキカンホウソウジコソウスウ																		0		(0)		0		(0)										衛星基幹・一般放送の事故総数 エイセイキカンイッパンホウソウジコソウスウ

						計 ケイ		4		(0)		8		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)				18		(0)				376																		2		(0)		2		(0)				4		(0)				41

										(12)				(2)				(5)				(0)				(2)				(2)				(5)				(0)				(1)				(7)				(2)

						地上基幹放送分のみ チジョウキカンホウソウブン

						発生原因　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ																																自然災害 シゼンサイガイ																																第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク																																人為的要因 ジンイテキヨウイン																																その他 タ

						　継続時間 ケイゾクジカン		H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド

						短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		78				101				94				45		(0)		41		(0)		43		(0)		46		(0)		30		(0)		14				65				46				27		(0)		35		(0)		31		(0)		52		(0)		14		(0)		74				41				91				79		(0)		81		(0)		53		(0)		50		(0)		43		(0)		23				55				61				65		(0)		71		(0)		67		(0)		59		(0)		33		(0)		38				40				10				13		(0)		8		(0)		5		(0)		10		(0)		8		(0)

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		51		(6)		36		(5)		35		(3)		33		(3)		32		(3)		33		(0)		33		(1)		36		(3)		14		(1)		32		(1)		31		(1)		15		(1)		8		(0)		8		(0)		17		(1)		7		(0)		39				45		(1)		24				25		(0)		18		(0)		30		(1)		11		(1)		34		(0)		8		(3)		21		(4)		19		(6)		8		(0)		19		(2)		5		(0)		11		(2)		12		(3)		17				5				6				3		(0)		5		(0)		4		(0)		7		(1)		5		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		55		(12)		38		(10)		27		(7)		33		(9)		21		(6)		20		(5)		42		(5)		33		(7)		33		(9)		32		(6)		26		(8)		19		(5)		8		(3)		25		(5)		30		(7)		20		(4)		48		(1)		44		(9)		34		(6)		34		(6)		25		(7)		20		(2)		27		(5)		94		(21)		2		(2)		4		(2)		3		(2)		1		(1)		3		(0)		4		(1)		3		(2)		2		(0)		1				6				1				0		(0)		3		(1)		2		(1)		1		(0)		5		(0)

						計 ケイ		184		(18)		175		(15)		156		(10)		111		(12)		94		(9)		96		(5)		121		(6)		99		(10)		61		(10)		129		(7)		103		(9)		61		(6)		51		(3)		64		(5)		99		(8)		41		(4)		161		(1)		130		(10)		149		(6)		138		(6)		124		(7)		103		(3)		88		(6)		171		(21)		33		(5)		80		(6)		83		(8)		74		(1)		93		(2)		76		(1)		73		(4)		47		(3)		56		(0)		51		(0)		17		(0)		16		(0)		16		(1)		11		(1)		18		(1)		18		(0)

						合計 ゴウケイ		H23				495																◎項目ごとに前年度集計用のセルを追加し、値コピーする。右端のセル（自動集計）の年度を本年度に更新する。 コウモクゼンネンドシュウケイヨウツイカアタイミギハシジドウシュウケイネンドホンネンドコウシン

								H24				565

								H25				508

								H26				400

								H27				378

								H28				350

								H29				399

								H30				376						←年度更新時に前年度のセルを数値で上書きし、新年度の行を手作業で追加する。 ネンドコウシンジゼンネンドスウチウワガシンネンドギョウテサギョウツイカ

						地上基幹放送＋衛星基幹＋衛星一般 (報告書用) チジョウキカンホウソウエイセイキカンエイセイイッパンホウコクショヨウ

						発生原因　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ																																自然災害 シゼンサイガイ																																第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク																																人為的要因 ジンイテキヨウイン																																その他 タ

						　継続時間 ケイゾクジカン		H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド

						短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		78				101				94				77		(0)		53		(0)		58		(0)		70		(0)		45		(0)		14				65				46				45		(0)		49		(0)		41		(0)		57		(0)		17		(0)		74				41				91				83		(0)		82		(0)		56		(0)		52		(0)		45		(0)		23				55				61				79		(0)		78		(0)		69		(0)		60		(0)		43		(0)		38				40				10				15		(0)		9		(0)		5		(0)		10		(0)		11		(0)

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		51		(6)		36		(5)		35		(3)		37		(5)		32		(3)		35		(0)		38		(2)		38		(3)		14		(1)		32		(1)		31		(1)		19		(1)		8		(0)		11		(0)		20		(1)		8		(0)		39				45		(1)		24				27		(0)		18		(0)		30		(1)		14		(1)		34		(0)		8		(3)		21		(4)		19		(6)		11		(0)		22		(2)		7		(0)		12		(2)		14		(3)		17				5				6				4		(0)		5		(0)		5		(0)		7		(1)		6		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		55		(12)		38		(10)		27		(7)		34		(9)		22		(6)		20		(5)		42		(5)		35		(9)		33		(9)		32		(6)		26		(8)		20		(5)		8		(3)		25		(5)		30		(7)		20		(4)		48		(1)		44		(9)		34		(6)		34		(6)		25		(7)		20		(2)		27		(5)		94		(21)		2		(2)		4		(2)		3		(2)		2		(1)		3		(0)		4		(1)		4		(3)		2		(0)		1				6				1				0		(0)		3		(1)		2		(1)		1		(0)		5		(0)

						計 ケイ		184		(18)		175		(15)		156		(10)		148		(14)		107		(9)		113		(5)		150		(7)		118		(12)		61		(10)		129		(7)		103		(9)		84		(6)		65		(3)		77		(5)		107		(8)		45		(4)		161		(1)		130		(10)		149		(6)		144		(6)		125		(7)		106		(3)		93		(6)		173		(21)		33		(5)		80		(6)		83		(8)		92		(1)		103		(2)		80		(1)		76		(5)		59		(3)		56		(0)		51		(0)		17		(0)		19		(0)		17		(1)		12		(1)		18		(1)		22		(0)

						合計 ゴウケイ		H23				495																◎項目ごとに前年度集計用のセルを追加し、値コピーする。右端のセル（自動集計）の年度を本年度に更新する。 コウモクゼンネンドシュウケイヨウツイカアタイミギハシジドウシュウケイネンドホンネンドコウシン

								H24				565

								H25				508

								H26				487

								H27				417

								H28				388

								H30				444

								H30				417						←年度更新時に前年度のセルを数値で上書きし、新年度の行を手作業で追加する。 ネンドコウシンジゼンネンドスウチウワガシンネンドギョウテサギョウツイカ

						集計対象のデータ数（○がついたデータ） シュウケイタイショウスウ												←もしこの値が上記の最新年度の事故件数と一致しなければ、集計ミスがある アタイジョウキサイシンネンドジコケンスウイッチシュウケイ

												417



岩井　俊幸:
2022/10/24 計算式修正



時間と事業者(3)(各地方局詳細)

		

		↓２８上下期集計　　各地方局ごとの統計　　　報告書用  【基本的に自動集計※】 ジョウゲキシュウケイカクチホウキョクトウケイホウコクショヨウキホンテキジドウシュウケイ

				【北海道】 ホッカイドウ		放送停止の継続時間と放送種別の関係																										※地域ごとに集計する場合、西日本放送のように中国・四国両方で事故がカウントされる場合、カウント方法を工夫する必要がある。 チイキシュウケイバアイニシニホンホウソウチュウゴクシコクリョウホウジコバアイホウホウクフウヒツヨウ

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク								現在は西日本放送・瀬戸内海放送等については、 ゲンザイニシニホンホウソウセトナイカイホウソウトウ

																																中国・四国双方から報告があった場合、四国側でカウントしている。

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ																（四国は毎年独自集計を取っているので、数値の不一致が生じないようにするため。
また、２社とも本社は香川県にあるので、四国の放送局として扱うのが妥当。）

中国・四国双方でカウントすると、全総通局でのトータル事故発生件数と年間事故発生件数の値がずれてしまい、変な突込みが入りかねないため、現状は実施していない。 シャホンシャカガワケンシコクホウソウキョクアツカダトウチュウゴクシコクソウホウゼンソウツウキョクジコハッセイケンスウネンカンジコハッセイケンスウアタイヘンツッコハイゲンジョウジッシ

						15分未満 フンミマン		29				4				1				4				20

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		4				0				1				0				3

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		6				0				2				0				4								岡山放送については、中国・四国双方から報告があった場合、 オカヤマホウソウチュウゴクシコクソウホウホウコクバアイ

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		6				0				1				2				3								中国側でカウントしている。 ナカ

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		3				0				0				1				2

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		22				0				4				1				17

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		14				0				2				0				12

						10時間以上 ジカンイジョウ		35				0				4				1				30

						計 ケイ		119				4				15				9				91

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		12				0				10				2

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		3				0				26				0				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		2		(0)		0		(0)		15		(0)		1		(0)		1		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		5		(1)		0		(0)		63		(11)		0		(0)		3		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		10		(1)		0		(0)		104		(11)		1		(0)		4		(0)

				【東北】 トウホク		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		17				8				6				0				3

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		3				1				2				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		1				0				1				0				0

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		6				1				1				0				4

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		3				0				0				0				3

						計 ケイ		0				0				0				0				0

						計（件数） ケイケンスウ		30				10				10				0				10

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		2				1				1				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		3				5				3				1				5

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		3		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		4		(1)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		2		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		10		(1)		6		(0)		5		(1)		1		(0)		8		(0)

				【関東】 カントウ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		11				5				3				0				3

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		2				0				2				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		3				0				1				0				2

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		3				0				1				0				2

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		2				0				2				0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		4				0				0				0				4

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		5				0				4				0				1

						10時間以上 ジカンイジョウ		3				0				1				0				2

						計 ケイ		33				5				14				0				14

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		5				0				5				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		2				1				3				4				1

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		5		(0)		0		(0)		4		(0)		1		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		6		(3)		3		(0)		3		(2)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		13		(3)		4		(0)		10		(2)		5		(0)		1		(0)

				【信越】 シンエツ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		3				1				2				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		0				0				0				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		1				0				1				0				0

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		2				0				0				0				2

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						10時間以上 ジカンイジョウ		0				0				0				0				0

						計 ケイ		6				1				3				0				2

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		0				0				0				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		1				0				0				2				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		2		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)

				【東海】 トウカイ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		22				3				19				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		2				0				2				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		2				0				2				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		2				0				1				0				1

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		1				0				1				0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		1				0				1				0				0

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		2				0				0				1				1

						10時間以上 ジカンイジョウ		8				0				1				0				7

						計 ケイ		40				3				27				1				9

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		2				0				1				1

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		4				1				1				16				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		4		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		0		(0)		2		(1)		9		(1)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		8		(0)		3		(1)		11		(1)		16		(0)		2		(0)

				【北陸】 ホクリク		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		3				1				2				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		1				0				0				0				1

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		1				1				0				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		0				0				0				0				0

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		2				0				0				0				2

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		1				0				1				0				0

						10時間以上 ジカンイジョウ		1				0				0				0				1

						計 ケイ		9				2				3				0				4

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		2				1				1				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		2				1				0				0				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		3		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		1		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		6		(0)		1		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)

				【近畿】 キンキ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		11				6				5				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		1				0				1				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		7				3				4				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		4				1				2				0				1

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		3				0				2				0				1

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		2				1				0				0				1

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		1				0				1				0				0

						10時間以上 ジカンイジョウ		1				0				0				0				1

						計 ケイ		30				11				15				0				4

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		5				4				1				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		4				2				2				3				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		6		(3)		0		(0)		5		(0)		3		(0)		1		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		2		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		12		(3)		3		(1)		8		(1)		6		(0)		1		(0)

				【中国】 チュウゴク		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		14				4				8				0				2

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		2				0				0				0				2

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		3				0				2				0				1

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		0				0				0				0				0

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		2				0				0				0				2

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		1				0				0				0				1

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						10時間以上 ジカンイジョウ		1				0				0				0				1

						計 ケイ		23				4				10				0				9

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		0				0				0				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		4				2				3				5				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		3		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		8		(0)		3		(0)		4		(0)		8		(0)		0		(0)

				【四国】 シコク		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		4				2				0				0				2

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		1				0				1				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		2				0				1				0				1

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		0				0				0				0				0

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		1				0				0				1				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		4				0				0				1				3

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						10時間以上 ジカンイジョウ		2				0				0				0				2

						計 ケイ		14				2				2				2				8

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		1				0				0				1

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		1				2				1				0				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		2		(1)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		5		(1)		6		(0)		3		(0)		0		(0)		0		(0)

				【九州】 キュウシュウ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		9				6				3				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		3				2				1				0				0

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		6				0				1				0				5

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		4				0				0				0				4

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		6				0				2				0				4

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		12				0				1				1				10

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		6				1				0				1				4

						10時間以上 ジカンイジョウ		5				0				1				0				4

						計 ケイ		51				9				9				2				31

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		7				3				2				2

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		5				0				3				1				0

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		6		(0)		6		(0)		4		(0)		3		(2)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		9		(1)		8		(2)		4		(2)		2		(0)		2		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		20		(1)		14		(2)		11		(2)		6		(2)		2		(0)

				【沖縄】 オキナワ		放送停止の継続時間と放送種別の関係

						　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計
（件数） ゴウケイケイケンスウ				親局 オヤキョク								重要な中継局
（プラン局※） ジュウヨウチュウケイキョクキョク				小規模な中継局 ショウキボチュウケイキョク

						　　継続時間

 ケイゾクジカン						地地上デジタル放送、
中波放送、
中波放送の主たる
補完中継局、
超短波放送、短波放送、
マルチメディア放送				コミュニティ放送 ホウソウ

						15分未満 フンミマン		5				2				3				0				0

						15分以上　  30分未満 フンイジョウフンミマン		1				0				0				0				1

						30分以上　  1時間未満 フンイジョウジカンミマン		2				0				2				0				0

						1時間以上　1時間30分未満 ジカンイジョウジカンフンミマン		1				0				0				0				1

						1時間30分以上　2時間未満 ジカンフンイジョウジカンミマン		0				0				0				0				0

						2時間以上　 5時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		5				0				1				0				4

						5時間以上　 10時間未満 ジカンイジョウジカンミマン		4				1				0				0				3

						10時間以上 ジカンイジョウ		3				0				1				0				2

						計 ケイ		21				3				7				0				11

						赤枠内が重大事故　計（件数） アカワクナイジュウダイジコケイケンスウ		2				0				2				0

						放送停止の継続時間と発生原因の関係 ハッセイゲンイン

						　　　　　　　　　　　　　発生原因　　　 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ				自然災害 シゼンサイガイ				第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク				人為的要因 ジンイテキヨウイン				その他 タ

						　　継続時間 ケイゾクジカン

						短時間（15分未満） タンジカンフンミマン		1				0				1				1				2

						中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		(0)		0		(0)

						長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		3		(0)		0		(0)		9		(2)		0		(0)		0		(0)

						合計（件数） ゴウケイケイケンスウ		5		(0)		0		(0)		13		(2)		1		(0)		2		(0)

		↓以下、チェック用 イカヨウ

						事故合計 ジコゴウケイ				376

						重大事故　合計 ジュウダイジコゴウケイ				38

																												合計 ゴウケイ

						事故小計 ジコショウケイ		99				41				171				47				20				378

						重大事故小計 ジュウダイジコショウケイ				(10)				(4)				(21)				(3)				(0)		38



放送停止の継続時間と発生原因の関係

放送停止の継続時間と発生原因の関係

※　基幹放送用周波数使用計画に記載されている中継局



月別総数 解析(メディア　月別件数)

		

				２３、２４年上下期まとめ　（（メディアのダブりは無し）） ネンジョウゲキナ

						H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

						全体 ゼンタイ		全体 ゼンタイ		全体 ゼンタイ		全体		全体		全体		全体		全体		重大事故
以外の事故 ジュウダイジコイガイジコ		重大事故
以外の事故 ジュウダイジコイガイジコ		重大事故
以外の事故 ジュウダイジコイガイジコ		重大事故
以外の事故		重大事故
以外の事故		重大事故
以外の事故		重大事故
以外の事故		重大事故
以外の事故		重大事故 ジュウダイジコ		重大事故 ジュウダイジコ		重大事故 ジュウダイジコ		重大事故		重大事故		重大事故		重大事故		重大事故		地上アナログ放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送		地上デジタル
放送		地上デジタル
放送		地上デジタル
放送		地上デジタル
放送		中波放送 チュウハホウソウ		中波放送 チュウハホウソウ		中波放送 チュウハホウソウ		中波放送		中波放送		中波放送		中波放送		中波放送		超短波放送 チョウタンパホウソウ		超短波放送 チョウタンパホウソウ		超短波放送 チョウタンパホウソウ		超短波放送		超短波放送		超短波放送		超短波放送		超短波放送		短波放送 タンパホウソウ		短波放送 タンパホウソウ		短波放送		短波放送		短波放送		短波放送		短波放送		マルチメディア
放送		マルチメディア
放送 ホウソウ		マルチメディア
放送 ホウソウ		マルチメディア
放送		マルチメディア
放送		マルチメディア
放送		マルチメディア
放送		マルチメディア
放送		コミュニティ
放送 ホウソウ		コミュニティ
放送 ホウソウ		コミュニティ
放送 ホウソウ		コミュニティ
放送		コミュニティ
放送		コミュニティ
放送		コミュニティ
放送		コミュニティ
放送		VICS		VICS		VICS		VICS		VICS		VICS		VICS		VICS		衛星
基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星
基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星
基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星
基幹放送		衛星
基幹放送		衛星
基幹放送		衛星
基幹放送		衛星
基幹放送		衛星
一般放送 エイセイイッパンホウソウ		衛星
一般放送 エイセイイッパンホウソウ		衛星
一般放送 エイセイイッパンホウソウ		衛星
一般放送		衛星
一般放送		衛星
一般放送		衛星
一般放送		衛星
一般放送		有線
一般放送 ユウセンイッパンホウソウ		計 ケイ

		Ｈ２３		7月 ガツ		122																115																7																56		39																8																6																																														14																																0																5																		33		7月 ガツ

		Ｈ２３		8月 ガツ		55																49																6																2		32																7																2																																														6																																2																5																		22		8月 ガツ

		Ｈ２３		9月 ガツ		68																63																5																6		32																7																5																																														8																																4																6																		30		9月 ガツ

		Ｈ２３		10月 ガツ		39																38																1																4		9																3																1																																														9																																6																7																		26		10月 ガツ

		Ｈ２３		11月 ガツ		48																45																3																1		7																2																4																																														22																																0																12																		40		11月 ガツ

		Ｈ２３		12月 ガツ		32																32																0																2		7																2																1																																														9																																1																10																		23		12月 ガツ

		Ｈ２３		1月 ガツ		46																42																4																6		15																4																5																																														10																																0																6																		25		1月 ガツ

		Ｈ２３		2月 ガツ		26																26																0																1		15																1																0																																														6																																0																3																		10		2月 ガツ

		Ｈ２３		3月 ガツ		59																51																8																6		16																1																4																																														12																																5																15																		37		3月 ガツ

		Ｈ２４		4月 ガツ				39																38																1																		9																6																2														0																0																17																																0																5																39		4月 ガツ

		Ｈ２４		5月 ガツ				54																52																2																		17																4																1														0																0																21																																3																8																54		5月 ガツ

		Ｈ２４		6月 ガツ				38																37																1																		7																3																0														0																0																17																																3																8																38		6月 ガツ

		Ｈ２４		7月 ガツ				75																70																5																		33																2																4														0																0																19																																7																10																75		7月 ガツ

		Ｈ２４		8月 ガツ				77																69																8																		35																4																3														0																0																18																																7																10																77		8月 ガツ

		Ｈ２４		9月 ガツ				58																50																8																		17																6																3														0																0																17																																3																12																58		9月 ガツ

		Ｈ２４		10月 ガツ				35																31																4																		8																5																3														1																0																11																																1																6																35		10月 ガツ

		Ｈ２４		11月 ガツ				44																42																2																		18																1																1														0																0																10																																4																10																44		11月 ガツ

		Ｈ２４		12月 ガツ				41																40																1																		20																2																1														0																0																11																																3																4																41		12月 ガツ

		Ｈ２４		1月 ガツ				36																35																1																		8																2																3														0																0																11																																4																8																36		1月 ガツ

		Ｈ２４		2月 ガツ				34																32																2																		9																3																3														1																1																10																																2																5																34		2月 ガツ

		Ｈ２４		3月 ガツ				34																31																3																		13																1																1														0																0																5																																5																9																34		3月 ガツ

		Ｈ２５		4月 ガツ						26																23																3																		6																2																3														0																0																5																																2																8														26		4月 ガツ

		Ｈ２５		5月 ガツ						35																33																2																		14																5																3														0																0																7																																1																5														35		5月 ガツ

		Ｈ２５		6月 ガツ						23																23																0																		6																5																0														0																0																7																																2																3														23		6月 ガツ

		Ｈ２５		7月 ガツ						65																64																1																		22																7																8														0																0																18																																1																9														65		7月 ガツ

		Ｈ２５		8月 ガツ						73																68																5																		20																17																12														0																0																18																																1																5														73		8月 ガツ

		Ｈ２５		9月 ガツ						60																55																5																		22																6																8														0																0																12																																3																9														60		9月 ガツ

		Ｈ２５		10月 ガツ						37																34																3																		14																3																5														0																0																6																																2																7														37		10月 ガツ

		Ｈ２５		11月 ガツ						39																36																3																		8																4																5														0																0																13																																3																6														39		11月 ガツ

		Ｈ２５		12月 ガツ						34																31																3																		12																2																5														0																0																10																																2																3														34		12月 ガツ

		Ｈ２５		1月 ガツ						29																25																4																		5																3																2														0																0																15																																2																2														29		1月 ガツ

		Ｈ２５		2月 ガツ						50																48																2																		26																3																7														0																0																11																																1																2														50		2月 ガツ

		Ｈ２５		3月 ガツ						37																35																2																		8																9																6														0																0																7																																3																4														37		3月 ガツ

		H26		4月 ガツ								27																24																3																		9																4																4														0																0																6																0																0																4												27		4月 ガツ

		H26		5月 ガツ								34																30																4																		9																5																2														0																0																7																0																5																6												34		5月 ガツ

		H26		6月 ガツ								46																45																1																		17																10																5														0																0																8																0																2																4												46		6月 ガツ

		H26		7月 ガツ								68																63																5																		17																9																10														0																2																13																0																8																9												68		7月 ガツ

		H26		8月 ガツ								55																51																4																		15																9																5														0																0																13																0																6																7												55		8月 ガツ

		H26		9月 ガツ								27																27																0																		7																3																4														0																0																4																0																4																5												27		9月 ガツ

		H26		10月 ガツ								57																55																2																		30																8																0														0																0																13																0																1																5												57		10月 ガツ

		H26		11月 ガツ								33																31																2																		8																7																4														0																0																8																0																0																6												33		11月 ガツ

		H26		12月 ガツ								45																43																2																		16																10																4														0																0																11																0																1																3												45		12月 ガツ

		H27		1月 ガツ								34																33																1																		14																3																3														1																0																9																0																1																3												34		1月 ガツ

		H27		2月 ガツ								26																24																2																		11																3																1														0																0																8																0																1																2												26		2月 ガツ

		H27		3月 ガツ								35																34																1																		12																3																3														0																0																13																0																2																2												35		3月 ガツ

		H27		4月 ガツ										26																25																1																		7																9																1														0																0																7																0																1																1										26		4月 ガツ

		H27		5月 ガツ										28																27																1																		7																5																2														0																0																13																0																0																1										28		5月 ガツ

		H27		6月 ガツ										39																39																0																		15																6																0														0																0																16																0																1																1										39		6月 ガツ

		H27		7月 ガツ										45																44																1																		13																6																2														0																0																18																0																2																4										45		7月 ガツ

		H27		8月 ガツ										60																54																6																		16																15																6														0																0																18																0																2																3										60		8月 ガツ

		H27		9月 ガツ										37																35																2																		8																9																2														0																0																9																0																4																5										37		9月 ガツ

		H27		10月 ガツ										44																42																2																		14																9																5														0																0																10																0																5																1										44		10月 ガツ

		H27		11月 ガツ										28																27																1																		8																10																2														0																0																8																0																0																0										28		11月 ガツ

		H27		12月 ガツ										27																25																2																		6																7																5														0																0																9																0																0																0										27		12月 ガツ

		H28		1月 ガツ										33																32																1																		15																1																4														0																0																10																0																3																0										33		1月 ガツ

		H28		2月 ガツ										23																21																2																		5																3																3														0																0																9																0																2																1										23		2月 ガツ

		H28		3月 ガツ										27																24																3																		9																4																0														0																3																9																0																2																0										27		3月 ガツ

		H28		4月 ガツ												42																40																2																		16																10																4														0																0																11																0																1																0								42		4月 ガツ

		H28		5月 ガツ												33																33																0																		16																1																1														0																0																13																0																0																2								33		5月 ガツ

		H28		6月 ガツ												39																38																1																		12																11																10														0																0																5																0																0																1								39		6月 ガツ

		H28		7月 ガツ												31																30																1																		3																4																8														0																0																11																0																1																4								31		7月 ガツ

		H28		8月 ガツ												59																57																2																		14																16																5														1																0																15																0																2																6								59		8月 ガツ

		H28		9月 ガツ												38																38																0																		5																7																6														0																0																13																0																4																3								38		9月 ガツ

		H28		10月 ガツ												29																25																4																		4																3																6														0																0																14																0																0																2								29		10月 ガツ

		H28		11月 ガツ												26																26																0																		13																4																1														0																0																4																0																3																1								26		11月 ガツ

		H28		12月 ガツ												18																18																0																		5																1																1														0																0																7																0																3																1								18		12月 ガツ

		H29		1月 ガツ												25																22																3																		7																2																0														0																0																15																0																0																1								25		1月 ガツ

		H29		2月 ガツ												15																14																1																		6																2																1														0																0																5																0																1																0								15		2月 ガツ

		H29		3月 ガツ												33																32																1																		14																4																1														0																0																12																0																2																0								33		3月 ガツ

		H29		4月 ガツ														32																29																3																		5																10																2														0																0																6																0																6																3						29		4月 ガツ

		H29		5月 ガツ														35																33																2																		8																7																6														0																0																11																0																2																1						34		5月 ガツ

		H29		6月 ガツ														40																38																2																		8																8																2														0																0																22																0																0																0						40		6月 ガツ

		H29		7月 ガツ														64																63																1																		30																8																11														0																0																14																0																0																1						63		7月 ガツ

		H29		8月 ガツ														62																61																1																		22																22																0														0																0																12																0																1																5						57		8月 ガツ

		H29		9月 ガツ														42																37																5																		16																7																8														0																1																9																0																0																1						41		9月 ガツ

		H29		10月 ガツ														39																37																2																		15																2																3														0																1																10																0																4																4						35		10月 ガツ

		H29		11月 ガツ														24																21																3																		9																2																2														0																0																8																0																1																2						22		11月 ガツ

		H29		12月 ガツ														27																26																1																		5																1																4														0																0																13																0																1																3						24		12月 ガツ

		H30		1月 ガツ														27																22																5																		12																2																3														0																0																7																0																1																2						25		1月 ガツ

		H30		2月 ガツ														22																22																0																		9																1																1														0																0																8																0																0																3						19		2月 ガツ

		H30		3月 ガツ														30																28																2																		4																1																4														0																0																17																0																3																1						29		3月 ガツ

		H30		4月 ガツ																21																20																1																		7																1																2														0																0																10																0																0																1				20		4月 ガツ

		H30		5月 ガツ																17																17																0																		5																0																0														0																0																7																0																0																5				12		5月 ガツ

		H30		6月 ガツ																18																16																2																		4																0																2														0																0																6																0																3																3				15		6月 ガツ

		H30		7月 ガツ																34																31																3																		14																1																1														0																1																14																1																2																0				34		7月 ガツ

		H30		8月 ガツ																27																23																4																		14																1																3														0																0																6																0																2																1				26		8月 ガツ

		H30		9月 ガツ																158																138																20																		71																13																20														5																0																44																0																4																1				157		9月 ガツ

		H30		10月 ガツ																45																40																5																		21																3																6														0																0																14																0																0																1				44		10月 ガツ

		H30		11月 ガツ																16																14																2																		3																0																1														0																0																9																0																2																1				15		11月 ガツ

		H30		12月 ガツ																19																19																0																		4																3																1														0																0																8																0																1																2				17		12月 ガツ

		H31		1月 ガツ																17																17																0																		6																2																0														0																0																7																0																1																1				16		1月 ガツ

		H31		2月 ガツ																19																17																2																		4																4																0														0																0																9																0																2																0				19		2月 ガツ

		H31		3月 ガツ																26																25																1																		6																3																3														0																0																6																0																5																3				23		3月 ガツ

				計 ケイ		495		565		508		487		417		388		444		417		461		527		475		460		395		373		417		377		34		38		33		27		22		15		27		40						194		163		165		123		115		143		159				39		66		74		84		65		71		31				25		64		45		32		44		46		39		2		0		1		0		1		0		5				1		0		2		3		0		2		1				167		129		113		136		125		137		140				0		0		0		0		0		0		1				42		23		31		22		17		19		22				95		63		56		17		21		26		19				388

																																																																																																																																																																																						地上 チジョウ		地上 チジョウ						衛星 エイセイ		衛星 エイセイ				衛星 エイセイ

						↑上期のメディアダブりを引く カミキヒ																																		341		0																76		0														14		0												12		0																																												58		0														0		0														19		0														71		90						114		63				56

																																																																																																																																																																						計 ケイ		計 ケイ														161		153

				4月（H24） ガツ		H23		7月 ガツ		7月 ガツ																																																																																																																																																												H24↑１２月に放大の１件をプラスする ガツホウダイケン

				5月（H24） ガツ				8月 ガツ		8月 ガツ

				6月（H24） ガツ				9月 ガツ		9月 ガツ

				7月（H23） ガツ				10月 ガツ		10月 ガツ

				7月（H24） ガツ				11月 ガツ		11月 ガツ

				8月（H23） ガツ				12月 ガツ		12月 ガツ

				8月（H24） ガツ		H24		1月 ガツ		1月 ガツ

				9月（H23） ガツ				2月 ガツ		2月 ガツ

				9月（H24） ガツ				3月 ガツ		3月 ガツ

				10月（H23） ガツ				4月 ガツ		4月 ガツ

				10月（H24） ガツ				5月 ガツ		5月 ガツ																																																																		0

				11月（H23） ガツ				6月 ガツ		6月 ガツ																																																																		0

				11月（H24） ガツ				7月 ガツ		7月 ガツ																																																																		0

				12月（H23） ガツ				8月 ガツ		8月 ガツ																																																																		1

				12月（H24） ガツ				9月 ガツ		9月 ガツ																																																																		1

				1月（H23） ガツ				10月 ガツ		10月 ガツ																																																																		0

				1月（H24） ガツ				11月 ガツ		11月 ガツ																																																																		1

				2月（H23） ガツ				12月 ガツ		12月 ガツ																																																																		0

				2月（H24） ガツ		H25		1月 ガツ		1月 ガツ																																																																		1

				3月（H23） ガツ				2月 ガツ		2月 ガツ																																																																		0

				3月（H24） ガツ				3月 ガツ		3月 ガツ																																																																		0

								4月 ガツ		4月 ガツ																																																																		1

								5月 ガツ		5月 ガツ

								6月 ガツ		6月 ガツ

								7月 ガツ		7月 ガツ

								8月 ガツ		8月 ガツ

								9月 ガツ		9月 ガツ

								10月 ガツ		10月 ガツ

								11月 ガツ		11月 ガツ

								12月 ガツ		12月 ガツ

				H25		H26		1月 ガツ		1月 ガツ

								2月 ガツ		2月 ガツ

								3月 ガツ		3月 ガツ

								4月 ガツ		4月 ガツ

				・同一地域で同一時間帯に発生したフェージング、降雨減衰に起因した障害は、複数事業者で複数回発生しても最も規模の大きい局所１件とする。 ドウイツチイキドウイツジカンタイハッセイコウウゲンスイキインショウガイフクスウジギョウシャフクスウカイハッセイモットキボオオキョクショケン				5月 ガツ		5月 ガツ

				・同一局所で同一時間帯に断続的に発生した障害は、復旧までの累積時間を障害の時間とし、１件とする。 ドウイツキョクショドウイツジカンタイダンゾクテキハッセイショウガイフッキュウルイセキジカンショウガイジカンケン				6月 ガツ		6月 ガツ

				・関東局から報告のあった文化放送の件は設備故障以外は障害としない（切替ショック的な件は通常他の社でも含めない） カントウキョクホウコクブンカホウソウケンセツビコショウイガイショウガイキリカエテキケンツウジョウホカシャフク				7月 ガツ		7月 ガツ

				・基幹衛星放送事業者において、番組送出設備に起因し複数事業者の複数のチャンネルに障害が発生した場合、おのおのを１件とする キカンエイセイホウソウジギョウシャバングミソウシュツセツビキインフクスウジギョウシャフクスウショウガイハッセイバアイケン				8月 ガツ		8月 ガツ

								9月 ガツ		9月 ガツ

								10月 ガツ		10月 ガツ

								11月 ガツ		11月 ガツ

								12月 ガツ		12月 ガツ

				H26		H27		1月 ガツ		1月 ガツ

								2月 ガツ		2月 ガツ

								3月 ガツ		3月 ガツ

								4月 ガツ		4月 ガツ

								5月 ガツ		5月 ガツ

								6月 ガツ		6月 ガツ

								7月 ガツ		7月 ガツ

								8月 ガツ		8月 ガツ

								9月 ガツ		9月 ガツ

								10月 ガツ		10月 ガツ

								11月 ガツ		11月 ガツ

								12月 ガツ		12月 ガツ

								1月 ガツ		1月 ガツ

								2月 ガツ		2月 ガツ

								3月 ガツ		3月 ガツ



VIC2件を合わせてカウント。

VIC2件はFMで合わせてカウントする。



メディア月別総数（グラフ）

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月
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15

6

0

0

18

2

3

8

9

2

0

0

9

4

5

14

9

5

0

0

10

5

1

8

10

2

0

0

8

0

0

6

7

5

0

0

9

0

0

15

1

4

0

0

10

3

0

5

3

3

0

0

9

2

1

9

4

0

0

3

9

2

0

16

10

4

0

0

11

1

0

16

1

1

0

0

13

0

2

12

11

10

0

0

5

0

1

3

4

8

0

0

11

1

4

14

16

5

1

0

15

2

6

5

7

6

0

0

13

4

3

4

3

6

0

0

14

0

2

13

4

1

0

0

4

3

1

5

1

1

0

0

7

3

1

7

2

0

0

0

15

0

1

6

2

1

0

0

5

1

0

14

4

1

0

0

12

2

0

7

1

2

0

0

10

0

1

5

0

0

0

0

7

0

5

4

0

2

0

0

6

3

3

14

1

1

0

1

14

2

0

14

1

3

0

0

6

2

1

71

13

20

5

0

44

4

1

21

3

6

0

0

14

0

1

3

0

1

0

0

9

2

1

4

3

1

0

0

8

1

2

6

2

0

0

0

7

1

1

4

4

0

0

0

9

2

0

6

3

3

0

0

6

5

3



月別総数（グラフ）

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		3		29

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		2		33

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		2		38

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		1		63

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		1		61

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		5		37

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		2		37

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		3		21

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		1		26

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		5		22

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		0		22

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		2		28

		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月



H23

H25

H24

H26

H27

H28

H29

重大事故

重大事故以外の事故

H24重大事故

H24重大事故以外

H25重大事故

H25重大事故以外

H26重大事故

H26重大事故以外

H27重大事故

H27重大事故以外

H28重大事故

H28重大事故以外

H30重大事故

H30重大事故以外

H29重大事故

H29重大事故以外

7

115

6

49

5

63

1

38

3

45

0

32

4

42

0

26

8

51

1

38

2

52

1

37

5

70

8

69

8

50

4

31

2

42

1

40

1

35

2

32

3

31

3

23

2

33

0

23

1

64

5

68

5

55

3

34

3

36

3

31

4

25

2

48

2

35

3

24

4

30

1

45

5

63

4

51

0

27

2

55

2

31

2

43

1

33

2

24

1

34

1

25

1

27

0

39

1

44

6

54

2

35

2

42

1

27

2

25

1

32

2

21

3

24

2

40

0

33

1

38

1

30

2

57

0

38

4

25

0

26

0

18

3

22

1

14

1

32

1

20

0

17

2

16

3

31

4

23

20

138

5

40

2

14

0

19

0

17

2

17

1

25



種別-原因

		

				29年度 上下期　（（メディアのダブり加算））　　【年度別集計は手修正作業が必要】 ネンドジョウゲキカサン

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		計（件数） ケイケンスウ																																		地上アナログ放送 チジョウホウソウ				地上デジタル放送 チジョウホウソウ																																		中波放送 チュウハホウソウ																																中波放送の補完中継局
（H28年3月～) チュウハホウソウホカンチュウケイキョクネンガツ																																超短波放送 チョウタンパホウソウ																																短波放送 タンパホウソウ																																ラジオ放送 ホウソウ		マルチメディア
放送 ホウソウ																												コミュニティ放送 ホウソウ																																		衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ																																衛星放送 エイセイホウソウ		有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ								備考 ビコウ		衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ

				　　　発生原因 ハッセイゲンイン		H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30						H23				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30						H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30						H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30						H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30						H23				H24

						上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下期 ジョウゲキ				上下期 ウエシタキ		下期 シモキ		上下期 ウエシタキ		下期 シモキ		上下期 ウエシタキ		下期 シモキ		上下期 ウエシタキ		下期 シモキ		上下期 ウエシタキ		下期 シモキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		68		128		47		128		156		0		86		62		52		55		61		52		74		76		65		53		118		12		6		38		27		22		22		46		0		20		34		19		27		17		22		28		36		29		17		404		8		5		12		6		12		0		8		8		4		3		4		6		4		3		5		10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		2		0		0		0		1		6		0		4		23		0		8		6		1		4		2		1		4		9		2		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		175		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		21		13		15		41		0		15		11		20		16		26		18		15		20		16		17		272		1		6		0		27		11		0		10		3		4		5		5		5		6		8		2		6				57		0		52		23				24				4				7				15				11				292		1		6		0		0				0

				停電（電力会社の商用電源断　等） テイデンデンリョクガイシャショウヨウデンゲンダントウ		95		47		71		39		120		0		62		50		53		42		36		11		50		14		130		18		148		49		12		36		23		50		24		47		0		27		17		15		8		18		3		15		5		58		9		355		1		0		0		0		32		0		14		16		19		19		3		1		15		1		5		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		5		0		0		0		8		4		7		4		25		0		12		5		9		11		8		1		8		2		19		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		4		0		262		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		8		14		10		16		0		8		11		10		3		6		6		5		6		44		8		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0				0				0				2				0				2		0		0		0		0				0

				自然災害（落雷、降雨、その他自然現象　等） シゼンサイガイラクライコウウタシゼンゲンショウトウ		34		26		78		51		103		0		59		25		48		17		53		24		94		13		29		16		45		5		0		9		13		33		12		44		0		12		16		14		7		8		10		32		5		13		7		235		6		1		9		3		9		0		14		3		15		6		17		8		39		2		2		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		2		1		0		0		0		0		1		4		6		2		4		0		3		2		0		0		3		1		3		1		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		175		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13		8		30		9		25		0		7		4		7		2		10		4		13		4		6		5		147		0		0		0		1		2		0		9		0		2		2		1		0		0		1		2		0				0		0		24		19				14				10				12				7				2				108		0		0		2		0				0

				回線障害（通信会社の回線断　等） カイセンショウガイツウシンガイシャカイセンダントウ		28		12		8		12		29		0		16		16		17		13		47		12		23		6		16		9		25		0		0		19		4		1		2		5		0		1		2		1		2		7		1		0		0		4		0		49		2		2		2		0		3		0		2		2		4		4		18		2		3		0		3		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		2		1		2		3		0		0		0		2		0		3		0		0		0		14		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		3		4		5		4		18		0		6		10		12		6		6		7		16		3		5		5		110		1		1		0		1		0		0		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1				1		0		5		1				2				0				1				1				0				25		1		1		0		0				0

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		5		30		28		52		83		0		49		43		55		48		38		42		39		37		33		26		59		0		0		0		1		7		14		20		0		12		19		16		13		14		12		9		7		5		8		157		1		3		1		5		8		0		2		3		4		2		3		2		1		2		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		2		8		0		3		0		1		2		4		5		5		3		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		77		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		0		3		10		20		12		18		0		15		20		28		24		14		21		21		24		16		13		259		1		5		0		5		9		0		3		1		4		4		1		2		2		0		6		2				11		0		14		20				14				2				1				1				4				112		1		5		0		0				0

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		8		21		33		18		17		0		6		13		12		5		9		3		10		8		11		11		22		0		0		1		1		5		2		1		0		2		3		1		0		2		1		5		1		6		3		34		4		2		1		0		2		0		0		2		4		0		1		0		0		1		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		2		0		1		2		2		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		27		8		11		0		0		6		4		4		6		1		4		6		1		4		99		3		0		0		8		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		2						0		0		0				2				1				0				0				2				21		3		0		0		0				0

				計（件数） ケイケンスウ		238		264		265		300		508		0		278		209		237		180		244		144		290		154		284		133		417		66		18		103		69		118		76		163		0		74		91		66		57		66		49		89		54		115		44		1234		22		13		25		14		66		0		40		34		50		34		46		19		62		9		16		15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		3		1		7		2		2		3		13		15		13		12		64		0		30		15		13		18		31		9		22		15		27		8		0		0		0		2		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		5		0				0		1		0		0		2		0		0		3		0		0		1		1		1		0		28		68		109		58		129		0		51		62		81		55		68		57		74		63		88		52				6		12		0		42		23		0		25		6		10		12		8		9		9		10		11		11						0		95		63				56				17				21				26				19						6		12		2		0				0

				H23上下計 カミシモケイ		502

				H24上下計 カミシモケイ		565

				H25上下計 カミシモケイ		508																																																																																																																																																												H24		「人為的要因」 ジンイテキヨウイン																				△を加算 カサン

				H26上下計 カミシモケイ		487																																																																																																																																																														に放送大学　１　加算 ホウソウダイガクカサン

				H27上下計 カミシモケイ		417										※ワイドFM(1件)の扱い→独立の項目を新規作成 ケンアツカドクリツコウモクシンキサクセイ

				27年度 通期　（（メディアのダブり加算）） ネンドツウキキカサン

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計（件数） ゴウケイケンスウ																地上
アナ
ログ
放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送 チジョウホウソウ																中波放送 チュウハホウソウ																中波放送の補完中継局
（H27年3月～) チュウハホウソウホカンチュウケイキョクネンガツ																超短波放送 チョウタンパホウソウ																短波放送 タンパホウソウ																マルチ
メディア
放送 ホウソウ														コミュニティ放送 ホウソウ																衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ																有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

				　　　発生原因 ハッセイゲンイン		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23		H24				人為的ミス

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		196		175		156		148		107		113		150		118		18		65		44		46		54		46		39		64		46		13		18		12		16		7		10		7		15		-		-		-		-		0		0		2		0		7		4		23		14		5		3		13		5		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		29		28		41		26		36		44		35		33		7		27		11		13		9		10		14		8		57		52		23		24		4		7		15		11		6		0						Ｈ２３上 ウエ				Ｈ２３下 シタ

				停電（電力会社の商用電源断　等） テイデンデンリョクガイシャショウヨウデンゲンダントウ		142		110		120		112		95		47		64		148		61		59		74		47		44		23		21		20		67		1		0		32		30		38		4		16		5		-		-		-		-		0		0		5		0		12		11		25		17		20		9		10		20		0		1		0		1		0		1		0		4		0		0		1		1		0		0		0		9		24		16		19		13		12		11		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0				ＤＴＶ		7				1

				自然災害（落雷、降雨、その他自然現象　等） シゼンサイガイラクライコウウタシゼンゲンショウトウ		59		129		103		84		65		77		107		45		5		22		45		44		28		21		18		37		20		7		12		9		17		21		25		41		5		-		-		-		-		0		3		0		0		5		8		4		5		0		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		20		39		25		11		9		14		17		11		0		1		2		9		4		1		1		2		0		24		19		14		10		12		7		2		0		0				Ｒ		1				3

				回線障害（通信会社の回線断　等） カイセンショウガイツウシンガイシャカイセンダントウ		40		20		29		32		30		59		29		25		0		23		3		5		3		3		8		0		4		4		2		3		4		8		20		3		3		-		-		-		-		0		0		2		3		3		0		2		3		0		15		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		7		9		18		16		18		13		19		10		2		1		0		4		1		2		2		2		1		5		1		2		0		1		1		0		1		0				ＦＭ		3				0

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		30		80		83		92		103		80		76		59		0		1		21		20		31		29		26		16		13		4		6		8		5		6		5		3		1		-		-		-		-		1		1		0		1		0		2		8		3		3		9		8		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		13		32		18		35		52		35		45		29		6		5		9		4		8		3		2		8		6		14		20		14		2		1		1		4		5		0				ＣＦＭ		3				10

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		35		51		17		19		17		12		18		22		0		2		7		1		5		1		3		6		9		6		1		2		2		4		1		1		2		-		-		-		-		0		0		0		1		1		0		2		3		3		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18		35		11		6		8		7		10		5		3		8		1		1		0		1		0		2		5		0		0		2		1		0		0		2		0		0				幹 ミキ		1				5

				合計（件数） ゴウケイケンスウ		502		565		508		487		417		388		444		417		84		172		194		163		165		123		115		143		159		35		39		66		74		84		65		71		31		-		-		-		-		1		4		9		5		28		25		64		45		31		40		37		35		0		2		0		1		0		1		0		5		1		0		2		3		0		2		1		96		167		129		113		136		125		137		140		18		42		23		31		22		17		19		22		69		95		63		56		17		21		26		19		12		0				般 ハン		-				6

				26年度 通期　全停止事故の発生原因と放送種別の関係　　　　報告書用 ネンドツウキキゼンテイシジコハッセイゲンインホウソウシュベツカンケイホウコクショヨウ

				上記発生原因のうち、「停電」と「回線障害」を第三者障害として再集計 ジョウキハッセイゲンインテイデンカイセンショウガイダイサンシャショウガイサイシュウケイ

				　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計（件数） ゴウケイケンスウ																地上
アナ
ログ
放送 チジョウホウソウ		地上デジタル
放送 チジョウホウソウ																中波放送 チュウハホウソウ																補完局※ ホカンツボネ								超短波放送 チョウタンパホウソウ																短波放送 タンパホウソウ																マルチ
メディア
放送 ホウソウ														コミュニティ
放送 ホウソウ																衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ

				　発生原因 ハッセイゲンイン		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度

				設備故障 セツビコショウ		196		175		156		148		107		113		150		118		18		65		44		46		54		46		39		64		46		13		18		12		16		7		10		7		15		0		0		2		0		7		4		23		14		5		3		13		5		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		29		28		41		26		36		44		35		33		7		27		11		13		9		10		14		8		57		52		23		24		4		7		15		11

				自然災害 シゼンサイガイ		59		129		103		84		65		77		107		45		5		22		45		44		28		21		18		37		20		7		12		9		17		21		25		41		5		0		3		0		0		5		8		4		5		0		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		20		39		25		11		9		14		17		11		0		1		2		9		4		1		1		2		0		24		19		14		10		12		7		2

				第三者要因（停電を含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク		182		130		149		144		125		106		93		173		61		82		77		52		47		26		29		20		71		5		2		35		34		46		24		19		8		0		0		7		3		15		11		27		20		20		24		11		22		0		1		0		1		0		1		0		4		0		0		1		1		0		1		1		16		33		34		35		31		25		30		62		2		1		0		4		1		2		2		2		1		5		1		2		0		1		3		0

				人為的要因 ジンイテキヨウイン		30		80		83		92		103		80		76		59		0		1		21		20		31		29		26		16		13		4		6		8		5		6		5		3		1		1		1		0		1		0		2		8		3		3		9		8		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		13		32		18		35		52		35		45		29		6		5		9		4		8		3		2		8		6		14		20		14		2		1		1		4

				その他 ホカ		35		51		17		19		17		12		18		22		0		2		7		1		5		1		3		6		9		6		1		2		2		4		1		1		2		0		0		0		1		1		0		2		3		3		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18		35		11		6		8		7		10		5		3		8		1		1		0		1		0		2		5		0		0		2		1		0		0		2

				合計（件数）		495		565		508		487		417		388		444		417		84		172		194		163		165		123		115		143		159		35		39		66		74		84		65		71		31		1		4		9		5		28		25		64		45		31		40		37		35		0		2		0		1		0		1		0		5		1		0		2		3		0		2		1		96		167		129		113		136		125		137		140		18		42		23		31		22		17		19		22		69		95		63		56		17		21		26		19

						H23年度の合計値は ネンドゴウケイチ																																				※中波放送の補完中継局
（H27年3月～)

						集計上502を495に合わせている。 シュウケイジョウア

				27年度 通期　重大事故の発生原因と放送種別の関係　　　　報告書用 ネンドツウキキジュウダイジコハッセイゲンインホウソウシュベツカンケイホウコクショヨウ

				　　　　　　　　　　　　放送種別 ホウソウシュベツ		合計（件数） ゴウケイケンスウ																地上デジタル
放送 チジョウホウソウ																中波放送 チュウハホウソウ																補完局※ ホカンツボネ								超短波放送 チョウタンパホウソウ																短波放送 タンパホウソウ																マルチ
メディア
放送 ホウソウ														コミュニティ
放送 ホウソウ																衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ																衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ																有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

				　発生原因 ハッセイゲンイン		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度		H27
年度		H28
年度		H29
年度		H30
年度		H23
年度 ネンド		H24
年度 ネンド		H25
年度 ネンド		H26
年度 ネンド		H27
年度 ネンド		H28
年度 ネンド		H29
年度 ネンド		H30
年度 ネンド

				設備故障 セツビコショウ		23		17		19		20		12		9		9		14		5		3		3		2		2		1		1		2		3		1		1		2		2		0		0		2		0		0		0		0		1		0		2		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		7		6		3		7		4		4		5		5		1		4		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		5		2		9		6		3		4		2		2

				自然災害 シゼンサイガイ		11		8		9		6		3		6		9		5		1		0		1		0		0		2		3		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		6		7		5		3		2		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1

				第三者要因（停電を含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク		3		10		6		7		8		3		7		22		0		3		0		0		1		1		0		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		4		6		5		5		1		3		17		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		1		0		1		1

				人為的要因 ジンイテキヨウイン		6		8		11		2		3		3		6		4		1		3		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		1		1		1		0		0		2		2		0		3		1		4		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3		1		1		1		1		1

				その他 ホカ		0		0		0		0		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				合計（件数）		43		43		45		35		27		21		33		46		7		9		5		3		3		4		5		8		3		2		2		2		2		1		1		3		0		1		2		1		2		2		4		1		1		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		2		1		17		17		17		17		13		9		13		23		4		6		5		1		0		0		2		1		1		2		0		1		0		0		0		1		9		5		12		8		5		6		6		6

																																								※中波放送の補完中継局
（H27年3月～)

				H26年度の信越放送Rの重大事故をFMとしてカウントしていたのを修正。 ネンドシンエツホウソウジュウダイジコシュウセイ



VICS2件はFMの欄にまとめた

「人為的要因」に放送大学　１　加算



設備-原因

		

				26年度 上下期　（（メディアのダブりなし）） ネンドジョウゲキ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障設備 コショウセツビ				計（件数） ケイケンスウ																																番組送出設備 バングミソウシュツセツビ																																中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ																																放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ																																地球局設備 チキュウキョクセツビ																																その他の
電気通信設備 タデンキツウシンセツビ																																備考 ビコウ

				　　　　発生原因 ハッセイゲンイン				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30

								上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		1200		69		127		47		128		156		0		76		72		52		55		64		86		64		86		60		58		13		75		15		79		82		0		29		25		18		22		26		18		18		37		24		22		18		7		13		14		24		0		11		10		11		11		6		7		13		10		7		5		38		34		19		24		41		0		27		24		22		22		23		28		31		34		27		28		0		0		0		3		2		0		3		6		0		0		2		0		1		2		0		0		0		11		0		8		7		0		6		7		1		0		1		2		1		3		2		3

				停電（電力会社の商用電源断　等） テイデンデンリョクガイシャショウヨウデンゲンダントウ		848		88		47		71		39		120		0		62		50		53		42		49		15		49		15		130		18		0		2		2		0		6		0		4		5		3		2		5		3		1		0		5		3		4		1		2		1		3		0		2		4		0		2		6		2		1		0		0		2		84		44		67		37		107		0		56		40		48		38		19		5		46		14		125		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		0		0		1		2		0		6		1		1		1		0		0		停電後の蓄電池放電も含む テイデンゴチクデンチホウデンフク

				自然災害（落雷、降雨、その他自然現象　等） シゼンサイガイラクライコウウタシゼンゲンショウトウ		699		37		22		78		51		103		0		56		28		38		27		91		16		91		16		29		16		3		1		5		0		2		0		1		0		2		1		1		0		4		0		0		0		16		8		39		18		35		0		15		16		11		4		4		7		22		3		10		7		16		11		31		8		41		0		22		10		23		8		35		17		60		9		16		9		0		0		0		25		20		0		17		2		2		12		12		0		4		4		2		0		2		2		3		0		5		0		1		0		0		2		1		0		1		0		1		0		フェージングを含む フク

				回線障害（通信会社の回線断　等） カイセンショウガイツウシンガイシャカイセンダントウ		219		13		12		8		12		29		0		16		16		17		13		23		6		23		6		16		9		0		0		0		0		2		0		0		0		4		1		20		2		4		1		1		1		9		9		8		9		22		0		12		13		10		11		18		8		18		5		12		8		0		0		0		1		1		0		2		1		0		0		2		2		0		0		0		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		2		4		0		2		2		3		1		5		1		1		0		3		0

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		598		15		19		28		47		83		0		41		51		55		48		38		38		38		38		31		28		7		15		16		29		56		0		32		44		46		42		25		37		30		32		27		18		3		1		3		3		7		0		4		2		6		2		2		0		2		2		1		1		4		1		8		4		10		0		4		4		1		4		2		5		4		4		2		7		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		2		1		11		9		0		1		0		2		0		8		1		1		0		0		2

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		213		13		33		33		23		17		0		6		13		12		5		10		8		10		8		10		12		0		15		2		11		7		0		1		6		4		2		3		1		5		1		0		3		8		0		1		1		3		0		2		3		1		1		0		0		1		1		5		0		3		1		4		2		2		0		1		1		6		1		2		2		2		4		5		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		17		26		9		5		0		2		3		1		1		4		0		2		2		0		5

				計（件数） ケイケンスウ				235		260		265		300		508		0		257		230		227		190		275		169		275		169		276		141		23		108		40		119		155		0		67		80		77		70		80		61		62		71		57		47		58		26		66		46		94		0		46		48		39		31		36		24		57		21		35		23		145		91		129		76		202		0		112		80		100		73		83		59		143		65		175		61		4		1		0		28		23		0		20		9		2		12		15		0		6		6		3		0		5		34		30		31		34		0		12		13		9		4		25		5		7		6		6		10

				23上下計 カミシモケイ		495																																																		(1) 「番組送出設備」の前年度データをコピーし、右隣に挿入。 バングミソウシュツセツビゼンネンドミギドナリソウニュウ

				24上下計 カミシモケイ		565																																																		(2) (1)の集計データ部分をコピーし、前年度データを「値」形式で上書き（以降の作業で前年度データが壊れないようにするため）。 シュウケイブブンゼンネンドアタイケイシキウワガイコウサギョウゼンネンドコワ

				25上下計 カミシモケイ		508																																																		(3) 同様の手順で「中継回線設備」～「その他の電気通信設備」の項目を編集。 ドウヨウテジュンチュウケイカイセンセツビタデンキツウシンセツビコウモクヘンシュウ

				26上下計 カミシモケイ		487																																																		(4) 「計（件数）」の前年度データをコピーし、右隣にコピー。 ケイケンスウゼンネンドミギドナリ

				27上下計 カミシモケイ		417

				27上下計 カミシモケイ		417				←年度更新時に要修正 ネンドコウシンジヨウシュウセイ

				26年度 通期　（（メディアのダブりなし））　　報告書用 ネンドツウキホウコクショヨウ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障設備 コショウセツビ				計（件数） ケイケンスウ																番組送出設備 バングミソウシュツセツビ																中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ																放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ																地球局設備 チキュウキョクセツビ																その他の
電気通信設備 タデンキツウシンセツビ																備考 ビコウ

				　　　　発生原因 ハッセイゲンイン				H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

								年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド		年度 ネンド

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		1163		196		175		156		148		107		113		150		118		88		94		82		54		40		44		55		46		25		27		24		21		22		13		23		12		72		43		41		51		44		51		65		55		0		3		2		9		0		2		3		0		11		8		7		13		1		3		4		5

				自然災害 シゼンサイガイ		669		59		129		103		84		65		77		107		45		4		5		2		1		3		1		4		0		24		57		35		31		15		11		25		17		27		39		41		32		31		52		69		25		0		25		20		19		14		12		8		2		4		3		5		1		2		1		1		1		フェージングを含む フク

				第三者要因（停電を含む） ダイ３シャヨウインテイデンフク		1080		160		130		149		144		125		106		93		173		2		2		8		9		10		30		6		10		23		20		25		31		23		34		24		22		128		105		108		99		86		28		60		138		5		0		0		0		0		1		0		0		2		3		8		5		6		13		3		3		停電後の蓄電池放電も含む テイデンゴチクデンチホウデンフク

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		602		34		75		83		92		103		80		76		59		22		45		56		76		88		62		62		45		4		6		7		6		8		2		4		2		5		12		10		8		5		7		8		9		0		0		1		1		0		0		1		1		3		12		9		1		2		9		1		2

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		207		46		56		17		19		17		12		18		22		15		13		7		7		6		4		6		3		8		2		3		5		2		0		2		5		4		6		2		2		7		4		6		9		0		0		0		0		0		0		0		0		19		35		5		5		2		4		4		5

				計（件数） ケイケンスウ				495		565		508		487		417		388		444		417		131		159		155		147		147		141		133		104		84		112		94		94		70		60		78		58		236		205		202		192		173		142		208		236		5		28		23		29		14		15		12		3		39		61		34		25		13		30		13		16

																																																								(1) 「番組送出設備」の前年度データをコピーし、右隣に挿入。 バングミソウシュツセツビゼンネンドミギドナリソウニュウ

																																																								(2) (1)の集計データ部分をコピーし、前年度データを「値」形式で上書き（以降の作業で前年度データが壊れないようにするため）。 シュウケイブブンゼンネンドアタイケイシキウワガイコウサギョウゼンネンドコワ

																																																								(3) 同様の手順で「中継回線設備」～「その他の電気通信設備」の項目を編集。 ドウヨウテジュンチュウケイカイセンセツビタデンキツウシンセツビコウモクヘンシュウ

																																																								(4) 「計（件数）」の前年度データをコピーし、右隣にコピー。 ケイケンスウゼンネンドミギドナリ



集計方法見直し、人為的要因４５⇒４４
（その他でない人為的要因が１件あった）



時間と事業者、原因 (短時間、中程度、長時間)

		

				　　　　　　　　　　　　　　　　　継続時間 ケイゾクジカン		短時間（15分未満）停止の原因内訳																																中程度（15分～2時間）停止の原因内訳																																長時間（2時間以上）停止の原因内訳

				　　事故原因 ジコゲンイン		H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H29				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30

						上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下期 ジョウゲキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下期 ジョウゲキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上下期 ジョウゲキ				上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ		上期 カミキ		下期 シモキ

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		17		61		16		85		94		58		39		38		20		33		28		30		29		41		24		21		20		31		11		25		35		17		20		17		20		12		19		16		15		23		18		20		31		24		20		18		27		15		17		17		12		10		11		9		20		22		18		17

				停電（電力会社の商用電源断　等） テイデンデンリョクガイシャショウヨウデンゲンダントウ		38		20		28		8		78		19		42		31		36		32		11		5		32		3		30		3		15		18		19		19		16		5		8		7		9		3		13		5		6		3		26		3		35		10		24		12		26		23		12		12		8		7		12		1		11		9		74		12

				自然災害（落雷、降雨、その他自然現象　等） シゼンサイガイラクライコウウタシゼンゲンショウトウ		7		7		32		33		46		25		32		13		29		20		30		11		50		7		11		6		7		7		20		12		31		16		13		6		5		3		9		2		19		1		6		2		23		10		26		6		26		10		11		9		4		4		14		11		22		8		12		8

				回線障害（通信会社の回線断　等） カイセンショウガイツウシンガイシャカイセンダントウ		9		7		1		4		13		7		6		4		6		8		33		7		14		3		9		3		1		5		4		3		8		3		3		9		5		1		9		3		2		3		3		2		3		0		3		5		8		1		7		3		6		4		4		3		7		0		4		4

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		12		11		16		39		61		40		31		48		48		30		33		36		28		32		22		21		1		7		9		12		19		15		8		3		6		16		3		4		8		4		9		5		1		1		3		1		3		1		2		0		1		2		1		3		2		2		0		2

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		12		26		26		14		10		4		4		11		6		3		5		0		7		3		6		5		2		15		2		3		6		4		2		2		4		1		3		2		2		5		2		4		0		1		5		1		1		0		0		0		2		1		1		1		1		0		2		3

				計（件数） ケイケンスウ		95		132		119		183		302		153		154		145		145		126		140		89		160		89		102		59		46		83		65		74		115		60		54		44		49		36		56		32		52		39		64		36		93		46		81		43		91		50		49		41		33		28		43		28		63		41		110		46

						H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30

				年度別合計 ネンドベツゴウケイ		495				565				508				487				417				388				444				417

						H25

						上期 カミキ		上期 カミキ		上下期 ジョウゲキ

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		36		18		12

				停電（電力会社の商用電源断　等） テイデンデンリョクガイシャショウヨウデンゲンダントウ		59		11		3

				自然災害（落雷、降雨、その他自然現象　等） シゼンサイガイラクライコウウタシゼンゲンショウトウ		21		15		16

				回線障害（通信会社の回線断　等） カイセンショウガイツウシンガイシャカイセンダントウ		6		5		7

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		21		4		2

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		6		2		1

				245		149		55		41

																																																																																																																508		-14

				　                    発生原因 ハッセイゲンイン		設備故障 セツビコショウ																																自然災害 シゼンサイガイ																																第三者要因（停電含む） ダイサンシャヨウインテイデンフク																																人為的要因 ジンイテキヨウイン																																その他 タ

				　継続時間 ケイゾクジカン

						H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度				H27年度				H28年度				H29年度				H30年度				H23年度 ネンド				H24年度 ネンド				H25年度 ネンド				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度		H27年度				H28年度				H29年度				H29年度

				短時間（１５分未満） タンジカンフンミマン		78				101				94				77				53				58				70				45				14				65				46				45				49				41				57				17				74				41				91				83				82				56				52				45				23				55				61				79				78				69				60				43				38		40		10		15		9				5				10				11

				中程度（１５分～２時間） チュウテイドフンジカン		51		(6)		36		(5)		35		(3)		37		(5)		32		(3)		35		(0)		38		(2)		38		(3)		14		(1)		32		(1)		31		(1)		19		(1)		8		(0)		11		(0)		20		(1)		8		(0)		39				45		(1)		24				27		(0)		18		(0)		30		(1)		14		(1)		34		(0)		8		(3)		21		(4)		19		(6)		11		(1)		22		(2)		7		(0)		12		(2)		14		(3)		17		5		6		4		5		(0)		5		(0)		7		(1)		6		(0)

				長時間（２時間以上） チョウジカンジカンイジョウ		55		(12)		38		(10)		27		(7)		34		(10)		22		(6)		20		(5)		42		(5)		35		(9)		33		(9)		32		(6)		26		(8)		20		(5)		8		(3)		25		(5)		30		(7)		20		(4)		48		(1)		44		(9)		34		(6)		34		(6)		25		(7)		20		(2)		27		(5)		94		(21)		2		(2)		4		(2)		3		(2)		2		(1)		3		(0)		4		(2)		4		(3)		2		(0)		1		6		1		0		3		(1)		2		(0)		1		(0)		5		(0)

				合計（件数） ゴウケイケンスウ		184		(18)		175		(15)		156		(10)		148		(15)		107		(9)		113		(5)		150		(7)		118		(12)		61		(10)		129		(7)		103		(9)		84		(6)		65		(3)		77		(5)		107		(8)		45		(4)		161		(1)		130		(10)		149		(6)		144		(6)		125		(7)		106		(3)		93		(6)		173		(21)		33		(5)		80		(6)		83		(8)		92		(2)		103		(2)		80		(2)		76		(5)		59		(3)		56		51		17		19		17		(1)		12		(0)		18		(1)		22		(0)

						H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30																																												H26年度は上期分しか加算していなかったかも ネンドカミキブンカサン

				年度別合計 ネンドベツゴウケイ		495				565				508				487				417				388				444				417





事業者の対応状況 (H27年度以降)

		事故内容内訳（H27年度に内訳項目を追加したため、H26年度以前と別シートにしている） ジコナイヨウウチワケネンドウチワケコウモクツイカネンドイゼンベツ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク		73		61		44		44		34		31		58		38

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ		12		13		10		12		9		9		14		8																				H27 ↓   域放室の色設定に合わせた イキハナシツイロセッテイア														H27 ↓

		系切替 ケイキカ		73		74		84		80		55		67		73		61						H30

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ		54		57		47		39		35		35		48		43

		電源の自力復旧（自家発、可搬発電機） デンゲンジリキフッキュウジカハツカハンハツデンキ										59		16		41		66

		自然復旧 シゼンフッキュウ		48		89		92		91		73		60		77		29

		その他（入力ミス修正等） タニュウリョクシュウセイトウ		75		129		103		146		96		87		86		73

		電気事業者にて対応（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク		124		83		85		46		30		30		16		50

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		16		13		29		20		19		45		23		29

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ		20		27		14		9		7		8		8		20

		計 ケイ		495		546		508		487		417		388		444		417

		事故総数（チェック用） ジコソウスウヨウ										417

		↑各放送事業者からの設備の状況報告書をまとめる際、表記に揺らぎがあるために毎年合計値が合わない。集計元データの表記揺らぎを再チェックすること。 カクホウソウジギョウシャセツビジョウキョウホウコクショサイヒョウキユマイトシゴウケイチアシュウケイモトヒョウキユサイ

		各事故の発生割合（この値を円グラフで使用する） カクジコハッセイワリアイアタイエンシヨウ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		H25年度		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク		15%		11%		9%		9%		8%		8%		13%		9%

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		2%

		系切替 ケイキカ		15%		14%		17%		16%		13%		17%		16%		15%

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ		11%		10%		9%		8%		8%		9%		11%		10%

		電源の自力復旧（自家発電、可搬発電機設置） ハツデンセッチ										14%		4%		9%		16%

		自然復旧 シゼンフッキュウ		10%		16%		18%		19%		18%		15%		17%		7%

		その他（入力ミス修正等） タニュウリョクシュウセイトウ		15%		24%		20%		30%		23%		22%		19%		18%

		電気事業者にて対応（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク		25%		15%		17%		9%		7%		8%		4%		12%

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		3%		2%		6%		4%		5%		12%		5%		7%

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ		4%		5%		3%		2%		2%		2%		2%		5%

																								H29





事業者の対応状況 (H27年度以降)

		





事業者の対応状況(～H27年度)

		





月別総数 解析(CFM　月別件数)

		





ＣＦＭ月別総数（グラフ） (1)

		





ＣＦＭ月別総数（グラフ）(2)

		事故内容内訳 ジコナイヨウウチワケ																		→ここから右の表はH26年度以前の計算で使用したもの、今後は使用しない ミギヒョウネンドイゼンケイサンシヨウコンゴシヨウ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド								２４上期 カミキ		基幹下期＋一般 キカンシモキイッパン		25上期 カミキ		基幹下期＋一般 キカンシモキイッパン		26上期 カミキ		26下期 シモキ		26通期 ツウキ

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク		73		61		44		44		38								34		27		44		0		20		24		44

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ		12		13		10		12		8								6		7		10		0		5		7		12								H27 ↓   域放室の色設定に合わせた イキハナシツイロセッテイア														H27 ↓												H26 ↓												H25 ↓												H24 ↓

		系切替 ケイキカ		73		74		84		80		61								23		51		84		0		45		35		80

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ		54		57		47		39		43								23		34		47		0		22		17		39

		自然復旧 シゼンフッキュウ		48		89		92		91		29								33		56		92		0		50		41		91

		その他（発電装置設置、入力ミス修正等） タハツデンソウチセッチニュウリョクシュウセイトウ		75		129		103		146		139								62		67		103		0		72		74		146																																												412		85%

		電気事業者にて対応（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク		124		83		85		46		50								58		25		85		0		25		21		46

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		16		13		29		20		29								5		8		29		0		12		8		20

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ		20		27		14		9		20								21		6		14		0		6		3		9

		計 ケイ		495		546		508		487		417								265		281		508		0		257		230		487

		事故総数（チェック用） ジコソウスウヨウ										417

		↑各放送事業者からの設備の状況報告書をまとめる際、表記に揺らぎがあるために毎年合計値が合わない。集計元データの表記揺らぎを再チェックすること。 カクホウソウジギョウシャセツビジョウキョウホウコクショサイヒョウキユマイトシゴウケイチアシュウケイモトヒョウキユサイ

		各事故の発生割合（この値を円グラフで使用する） カクジコハッセイワリアイアタイエンシヨウ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		H25年度		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク		15%		11%		9%		9%		9%

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ		2%		2%		2%		2%		2%

		系切替 ケイキカ		15%		14%		17%		16%		15%

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ		11%		10%		9%		8%		10%

		自然復旧 シゼンフッキュウ		10%		16%		18%		19%		7%

		その他 タ		15%		24%		20%		30%		33%

		電気事業者にて対応
（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク		25%		15%		17%		9%		12%

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		3%		2%		6%		4%		7%

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ		4%		5%		3%		2%		5%





ＣＦＭ月別総数（グラフ）(2)

		



25上期



ＣＦＭ月別総数（グラフ） (3)

		





設備-原因 (CFMのみ集計)

		





事業者の対応状況 (H27年度以降、CFMのみ集計)

		





変数(H27年度用)

		





27　集計用

		

				２３、２４年上下期まとめ　（（メディアのダブりは無し）） ネンジョウゲキナ

						コミュニティ
放送全体 ホウソウゼンタイ				コミュニティ放送での
重大事故
以外の事故 ホウソウジュウダイジコイガイジコ		放送全体で
発生した
重大事故 ホウソウゼンタイハッセイジュウダイジコ		コミュニティ
放送で
発生した
重大事故 ホウソウハッセイジュウダイジコ		計 ケイ		全事故 ゼンジコ				コミュニティ
放送以外の事故 ホウソウイガイジコ		コミュニティ
放送以外で
発生した
重大事故 ホウソウイガイハッセイジュウダイジコ

		Ｈ２３		7月 ガツ		14				10		7		4				122				108		3		7月 ガツ

		Ｈ２３		8月 ガツ		6				4		6		2				55				49		4		8月 ガツ

		Ｈ２３		9月 ガツ		8				5		5		3				68				60		2		9月 ガツ

		Ｈ２３		10月 ガツ		9				8		1		1				39				30		0		10月 ガツ

		Ｈ２３		11月 ガツ		22				21		3		1				48				26		2		11月 ガツ

		Ｈ２３		12月 ガツ		9				9		0		0				32				23		0		12月 ガツ

		Ｈ２３		1月 ガツ		10				8		4		2				46				36		2		1月 ガツ

		Ｈ２３		2月 ガツ		6				6		0		0				26				20		0		2月 ガツ

		Ｈ２３		3月 ガツ		12		96		8		8		4		17		59		495		47		4		3月 ガツ

		Ｈ２４		4月 ガツ		17				16		1		1				39				22		0		4月 ガツ

		Ｈ２４		5月 ガツ		21				21		2		0				54				33		2		5月 ガツ

		Ｈ２４		6月 ガツ		17				16		1		1				38				21		0		6月 ガツ

		Ｈ２４		7月 ガツ		19				17		5		2				75				56		3		7月 ガツ

		Ｈ２４		8月 ガツ		18				15		8		3				77				59		5		8月 ガツ

		Ｈ２４		9月 ガツ		17				12		8		5				58				41		3		9月 ガツ

		Ｈ２４		10月 ガツ		11				8		4		3				35				24		1		10月 ガツ

		Ｈ２４		11月 ガツ		10				10		2		0				44				34		2		11月 ガツ

		Ｈ２４		12月 ガツ		11				11		1		0				41				30		1		12月 ガツ

		Ｈ２４		1月 ガツ		11				10		1		1				36				25		0		1月 ガツ

		Ｈ２４		2月 ガツ		10				9		2		1				34				24		1		2月 ガツ

		Ｈ２４		3月 ガツ		5		167		5		3		0		17		34		565		29		3		3月 ガツ

		Ｈ２５		4月 ガツ		5				4		3		1				26				21		2		4月 ガツ

		Ｈ２５		5月 ガツ		7				6		2		1				35				28		1		5月 ガツ

		Ｈ２５		6月 ガツ		7				7		0		0				23				16		0		6月 ガツ

		Ｈ２５		7月 ガツ		18				17		1		1				65				47		0		7月 ガツ

		Ｈ２５		8月 ガツ		18				15		5		3				73				55		2		8月 ガツ

		Ｈ２５		9月 ガツ		12				7		5		5				60				48		0		9月 ガツ

		Ｈ２５		10月 ガツ		6				6		3		0				37				31		3		10月 ガツ

		Ｈ２５		11月 ガツ		13				13		3		0				39				26		3		11月 ガツ

		Ｈ２５		12月 ガツ		10				9		3		1				34				24		2		12月 ガツ

		Ｈ２５		1月 ガツ		15				12		4		3				29				14		1		1月 ガツ

		Ｈ２５		2月 ガツ		11				10		2		1				50				39		1		2月 ガツ

		Ｈ２５		3月 ガツ		7		129		6		2		1		17		37		508		30		1		3月 ガツ

		H26		4月 ガツ		6				3		3		3				27				21		0		4月 ガツ

		H26		5月 ガツ		7				5		4		2				34				27		2		5月 ガツ

		H26		6月 ガツ		8				7		1		1				46				38		0		6月 ガツ

		H26		7月 ガツ		13				11		5		2				68				55		3		7月 ガツ

		H26		8月 ガツ		13				10		4		3				55				42		1		8月 ガツ

		H26		9月 ガツ		4				4		0		0				27				23		0		9月 ガツ

		H26		10月 ガツ		13				11		2		2				57				44		0		10月 ガツ

		H26		11月 ガツ		8				7		2		1				33				25		1		11月 ガツ

		H26		12月 ガツ		11				9		2		2				45				34		0		12月 ガツ

		H27		1月 ガツ		9				9		1		0				34				25		1		1月 ガツ

		H27		2月 ガツ		8				7		2		1				26				18		1		2月 ガツ

		H27		3月 ガツ		13		113		13		1		0		17		35		487		22		1		3月 ガツ

		H27		4月 ガツ		7				6		1		1				26				19		0		4月 ガツ

		H27		5月 ガツ		13				13		1		0				28				15		1		5月 ガツ

		H27		6月 ガツ		16				16		0		0				39				23		0		6月 ガツ

		H27		7月 ガツ		18				17		1		1				45				27		0		7月 ガツ

		H27		8月 ガツ		18				15		6		3				60				42		3		8月 ガツ

		H27		9月 ガツ		9				8		2		1				37				28		1		9月 ガツ

		H27		10月 ガツ		10				9		2		1				44				34		1		10月 ガツ

		H27		11月 ガツ		8				7		1		1				28				20		0		11月 ガツ

		H27		12月 ガツ		9				7		2		2				27				18		0		12月 ガツ

		H28		1月 ガツ		10				9		1		1				33				23		0		1月 ガツ

		H28		2月 ガツ		9				7		2		2				23				14		0		2月 ガツ

		H28		3月 ガツ		9		136		9		3		0		13		27		417		18		3		3月 ガツ

		H28		4月 ガツ		11				10		2		1				42				31		1		4月 ガツ

		H28		5月 ガツ		13				13		0		0				33				20		0		5月 ガツ

		H28		6月 ガツ		5				4		1		1				39				34		0		6月 ガツ

		H28		7月 ガツ		11				10		1		1				31				20		0		7月 ガツ

		H28		8月 ガツ		15				15		2		0				59				44		2		8月 ガツ

		H28		9月 ガツ		13				13		0		0				38				25		0		9月 ガツ

		H28		10月 ガツ		14				11		4		3				29				15		1		10月 ガツ

		H28		11月 ガツ		4				4		0		0				27				23		0		11月 ガツ

		H28		12月 ガツ		7				7		0		0				18				11		0		12月 ガツ

		H29		1月 ガツ		15				13		3		2				26				11		1		1月 ガツ

		H28		2月 ガツ		5				4		1		1				16				11		0		2月 ガツ

		H28		3月 ガツ		12		125		12		1		0		9		34		392		22		1		3月 ガツ

				計 ケイ		641				560		154		81				2472				1831		73

						値をセットする。白い欄の値は自動計算。 アタイシロランアタイジドウケイサン

				・同一地域で同一時間帯に発生したフェージング、降雨減衰に起因した障害は、複数事業者で複数回発生しても最も規模の大きい局所１件とする。 ドウイツチイキドウイツジカンタイハッセイコウウゲンスイキインショウガイフクスウジギョウシャフクスウカイハッセイモットキボオオキョクショケン

				・同一局所で同一時間帯に断続的に発生した障害は、復旧までの累積時間を障害の時間とし、１件とする。 ドウイツキョクショドウイツジカンタイダンゾクテキハッセイショウガイフッキュウルイセキジカンショウガイジカンケン

				・関東局から報告のあった文化放送の件は設備故障以外は障害としない（切替ショック的な件は通常他の社でも含めない） カントウキョクホウコクブンカホウソウケンセツビコショウイガイショウガイキリカエテキケンツウジョウホカシャフク

				・基幹衛星放送事業者において、番組送出設備に起因し複数事業者の複数のチャンネルに障害が発生した場合、おのおのを１件とする キカンエイセイホウソウジギョウシャバングミソウシュツセツビキインフクスウジギョウシャフクスウショウガイハッセイバアイケン





26　集計用
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コミュニティ放送の事故

コミュニティ放送以外の事故
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26　重大事故候補抜粋

		7月		7月

		8月		8月

		9月		9月

		10月		10月

		11月		11月

		12月		12月

		1月		1月

		2月		2月

		3月		3月

		4月		4月

		5月		5月

		6月		6月

		7月		7月

		8月		8月

		9月		9月

		10月		10月

		11月		11月

		12月		12月

		1月		1月

		2月		2月

		3月		3月
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		7月		7月

		8月		8月
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		4月		4月

		5月		5月

		6月		6月

		7月		7月

		8月		8月

		9月		9月

		10月		10月

		11月		11月

		12月		12月

		1月		1月

		2月		2月

		3月		3月
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25　集計用

		7月		7月

		8月		8月

		9月		9月

		10月		10月

		11月		11月

		12月		12月

		1月		1月

		2月		2月

		3月		3月

		4月		4月
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		12月		12月
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コミュニティ放送の重大事故

コミュニティ放送以外の重大事故
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事故定義の表 (2)

		

				28年度 通期　（コミュニティ放送で発生した全事故の発生原因内訳）　 ネンドツウキホウソウハッセイゼンジコハッセイゲンインウチワケ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障設備 コショウセツビ				計（件数） ケイケンスウ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		その他の
電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		備考 ビコウ

				　　　　発生原因 ハッセイゲンイン

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		33		33		20		5		7		1

				自然災害 シゼンサイガイ		11		11		0		9		2		0		フェージングを含む フク

				第三者要因（停電を含む） ダイ３シャヨウインテイデンフク		62		62		10		8		44		0		停電後の蓄電池放電も含む テイデンゴチクデンチホウデンフク

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		29		29		26		1		1		1

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		5		5		1		1		0		3

				計（件数） ケイケンスウ				140		57		24		54		5

				28年度 通期　（コミュニティ放送で発生した重大な事故の発生原因内訳）　 ネンドツウキホウソウハッセイジュウダイジコハッセイゲンインウチワケ

				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障設備 コショウセツビ				計（件数） ケイケンスウ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		その他の
電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		備考 ビコウ

				　　　　発生原因 ハッセイゲンイン

				設備故障（機器故障、ソフトウエア不具合　等） セツビコショウキキコショウフグアイトウ		5		5		4		0		1		0

				自然災害 シゼンサイガイ		1		1		0		0		1		0		フェージングを含む フク

				第三者要因（停電を含む） ダイ３シャヨウインテイデンフク		17		17		1		0		16		0		停電後の蓄電池放電も含む テイデンゴチクデンチホウデンフク

				その他（人為的要因） タジンイテキヨウイン		0		0		0		0		0		0

				その他（他の放送事業者の影響、獣害　等） タタホウソウジギョウシャエイキョウジュウガイナド		0		0		0		0		0		0

				計（件数） ケイケンスウ				23		5		0		18		0

																								事故発生時刻 ジコハッセイジコク		0時～3時 ジジ		3時～6時 ジジ		6時～9時 ジジ		9時～12時 ジジ		12時～15時 ジジ		15時～18時 ジジ		18時～21時 ジジ		21時～24時 ジジ

																								件数 ケンスウ		4		3		2		3		0		0		1		0





事故定義の表

		事故内容内訳（H27年度に内訳項目を追加したため、H26年度以前と別シートにしている） ジコナイヨウウチワケネンドウチワケコウモクツイカネンドイゼンベツ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク										14		9

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ										6		5												H28										H27 ↓   域放室の色設定に合わせた イキハナシツイロセッテイア

		系切替 ケイキカ										12		24

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ										21		20

		電源の自力復旧（自家発、可搬発電機） デンゲンジリキフッキュウジカハツカハンハツデンキ										5		17

		自然復旧 シゼンフッキュウ										9		6

		その他（入力ミス修正等） タニュウリョクシュウセイトウ										51		24

		電気事業者にて対応（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク										5		18

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ										10		13

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ										3		4

		計 ケイ										136		140

		事故総数（チェック用） ジコソウスウヨウ										417		417

		↑各放送事業者からの設備の状況報告書をまとめる際、表記に揺らぎがあるために毎年合計値が合わない。集計元データの表記揺らぎを再チェックすること。 カクホウソウジギョウシャセツビジョウキョウホウコクショサイヒョウキユマイトシゴウケイチアシュウケイモトヒョウキユサイ

		各事故の発生割合（この値を円グラフで使用する） カクジコハッセイワリアイアタイエンシヨウ

				Ｈ２３年度 ネンド		Ｈ２４年度 ネンド		H25年度		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド

		ハードウエア交換・修復 コウカンシュウフク										10%		6%

		ソフトウエア修正・設定変更 シュウセイセッテイヘンコウ										4%		4%

		系切替 ケイキカ										9%		17%

		設備リセット、再起動 セツビサイキドウ										15%		14%

		電源の自力復旧（自家発電、可搬発電機設置） ハツデンセッチ										4%		12%

		自然復旧 シゼンフッキュウ										7%		4%

		その他（入力ミス修正等） タニュウリョクシュウセイトウ										38%		17%

		電気事業者にて対応（電力回復） デンキジギョウシャタイオウデンリョクカイフク										4%		13%

		電気通信事業者による対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ										7%		9%

		番組素材を提供する事業者による対応 バングミソザイテイキョウジギョウシャタイオウ										2%		3%





事故定義の表

		





		





				※このシートは、平成N年度の統計を平成(N+1)年度版に更新する作業を容易にするためのものです。このシートで定義している文字変数を使って集計処理を記述しておくことにより、次年度版への更新作業が容易となります。 ヘイセイネンドトウケイヘイセイネンドバンコウシンサギョウヨウイテイギモジヘンスウツカシュウケイショリキジュツツギネンドバンコウシンサギョウヨウイ																（旧バージョン） キュウ

				統計処理対象シート= トウケイショリタイショウ				27　集計用 シュウケイヨウ

				対象データの先頭行番号= タイショウセントウギョウバンゴウ				16		　　　　　　　集計対象となる年度のワークシート名、 シュウケイタイショウネンドメイ

										　　　　　　　対象データの先頭・最終行番号をセットします。

				対象データの最終行番号= タイショウサイシュウギョウバンゴウ				634

				上期データの最終行番号 カミキサイシュウギョウバンゴウ				372

										　　　　　　　集計対象データは、日時順にソートされている前提です。 シュウケイタイショウニチジジュンゼンテイ

				下期データの先頭行番号= シモキセントウギョウバンゴウ				373

										条件付きカウントの記述は、通期の場合COUNTIFS(INDIRECT(Dxx),Cxx, INDIRECT(Dxx),Cxx…….) ジョウケンツキジュツツウキバアイ														xxの部分は、変数が定義されている行番号 ブブンヘンスウテイギギョウバンゴウ

				対象データの絞り込み条件 タイショウシボコジョウケン						他のシートで使用する場合は、通期の場合　　　COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$D$xx),'変数'!$C$xx…….) タシヨウバアイツウキバアイヘンスウヘンスウ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期のみの場合COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$H$xx),'変数'!$C$xx…….) カミキバアイ

										　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下期のみの場合COUNTIFS(INDIRECT('変数'!$J$xx),'変数'!$C$xx…….) シモキバアイ

				　(1)地域 チイキ				通期 ツウキ								上期 カミキ				下期 シモキ

						北海道 ホッカイドウ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				146				'27　集計用'!$B$16:$B$372		80		'27　集計用'!$B$373:$B$634		66

						東北 トウホク		'27　集計用'!$B$16:$B$634				61				'27　集計用'!$B$16:$B$372		30		'27　集計用'!$B$373:$B$634		31

						関東 カントウ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				99				'27　集計用'!$B$16:$B$372		51		'27　集計用'!$B$373:$B$634		48

						信越 シンエツ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				8				'27　集計用'!$B$16:$B$372		3		'27　集計用'!$B$373:$B$634		5

						東海 トウカイ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				38				'27　集計用'!$B$16:$B$372		28		'27　集計用'!$B$373:$B$634		10

						北陸 ホクリク		'27　集計用'!$B$16:$B$634				12				'27　集計用'!$B$16:$B$372		5		'27　集計用'!$B$373:$B$634		7

						近畿 キンキ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				63				'27　集計用'!$B$16:$B$372		35		'27　集計用'!$B$373:$B$634		28

						中国 チュウゴク		'27　集計用'!$B$16:$B$634				41				'27　集計用'!$B$16:$B$372		19		'27　集計用'!$B$373:$B$634		22

						四国 シコク		'27　集計用'!$B$16:$B$634				9				'27　集計用'!$B$16:$B$372		4		'27　集計用'!$B$373:$B$634		5

						九州 キュウシュウ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				66				'27　集計用'!$B$16:$B$372		53		'27　集計用'!$B$373:$B$634		13

						沖縄 オキナワ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				20				'27　集計用'!$B$16:$B$372		16		'27　集計用'!$B$373:$B$634		4

										小計 ショウケイ		563				小計 ショウケイ		324		小計 ショウケイ		239

						本省 ホンショウ		'27　集計用'!$B$16:$B$634				56				'27　集計用'!$B$16:$B$372		33		'27　集計用'!$B$373:$B$634		23

										総計 ソウケイ		619

										全データ数 ゼンスウ		619				←この２つの数が一致しないと入力ミスか、途中に空行があるということ カズイッチニュウリョクトチュウクウギョウ

																　　一見空行が無いように見えても、非表示設定になってて途中で番号が飛んでいる場合がある。 イッケンクウギョウナミヒヒョウジセッテイトチュウバンゴウトバアイ

				　(2)局種 キョクシュ

						ワイド		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				1				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						DTV		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				268				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						FM		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				35				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						CFM		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				138				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						幹 ミキ		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				25				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						FCM		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				12				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						R		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				103				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						般 ハン		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				31				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						MM		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				6				'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

						短 タン		'27　集計用'!$Ｈ$16:$Ｈ$634				0		619		'27　集計用'!$H$16:$H$372				'27　集計用'!$H$373:$H$634

				　(3)親／プランの別 オヤベツ										↑(1)の合計値と一致しない場合は、入力ミス（全角／半角誤り）の可能性あり ゴウケイチイッチバアイニュウリョクゼンカクハンカクアヤマカノウセイ

						C親 オヤ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				130				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

						親 オヤ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				102				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

						プ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				107				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

						中 チュウ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				224				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

						W親 オヤ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				0				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

						W中 ナカ		'27　集計用'!$Ｉ$16:$Ｉ$634				0				'27　集計用'!$I$16:$I$372				'27　集計用'!$I$373:$I$634

										小計 ショウケイ		563		←(1)の小計と値が一致するはず ショウケイアタイイッチ

				　(4)集計対象 シュウケイタイショウ

						○		'27　集計用'!$L$16:$L$634				417				'27　集計用'!$L$16:$L$372				'27　集計用'!$L$373:$L$634

				　(5)事故継続時間 ジコケイゾクジカン

						<00:15:00		'27　集計用'!$Q$16:$Q$634				367				'27　集計用'!$Q$16:$Q$372				'27　集計用'!$Q$373:$Q$634

						<00:30:00		'27　集計用'!$Q$16:$Q$634				398				'27　集計用'!$Q$16:$Q$372				'27　集計用'!$Q$373:$Q$634

						<01:00:00		'27　集計用'!$Q$16:$Q$634				423				'27　集計用'!$Q$16:$Q$372				'27　集計用'!$Q$373:$Q$634

						<01:30:00		'27　集計用'!$Q$16:$Q$634				454				'27　集計用'!$Q$16:$Q$372				'27　集計用'!$Q$373:$Q$634

						<02:00:00		'27　集計用'!$Q$16:$Q$634				492				'27　集計用'!$Q$16:$Q$372				'27　集計用'!$Q$373:$Q$634

				　(5)発生区分 ハッセイクブン

						設備故障 セツビコショウ		'27　集計用'!$R$16:$R$634				149				'27　集計用'!$R$16:$R$372				'27　集計用'!$R$373:$R$634

						自然災害 シゼンサイガイ		'27　集計用'!$R$16:$R$634				86				'27　集計用'!$R$16:$R$372				'27　集計用'!$R$373:$R$634

						回線障害 カイセンショウガイ		'27　集計用'!$R$16:$R$634				39				'27　集計用'!$R$16:$R$372				'27　集計用'!$R$373:$R$634

						停電 テイデン		'27　集計用'!$R$16:$R$634				205				'27　集計用'!$R$16:$R$372				'27　集計用'!$R$373:$R$634

						その他 タ		'27　集計用'!$R$16:$R$634				140				'27　集計用'!$R$16:$R$372				'27　集計用'!$R$373:$R$634

										小計 ショウケイ		619		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(6)発生原因（リスト） ゲンイン

						自然故障 シゼンコショウ		'27　集計用'!$S$16:$S$634				131				'27　集計用'!$S$16:$S$372				'27　集計用'!$S$373:$S$634

						ソフトウェア不具合		'27　集計用'!$S$16:$S$634				17				'27　集計用'!$S$16:$S$372				'27　集計用'!$S$373:$S$634

						人為的な要因 ジンイテキヨウイン		'27　集計用'!$S$16:$S$634				121				'27　集計用'!$S$16:$S$372				'27　集計用'!$S$373:$S$634

				　(7)故障設備(リスト） コショウセツビ

						地球局設備 チキュウキョクセツビ		'27　集計用'!$Ｙ$16:$Ｙ$634				14				'27　集計用'!$Y$16:$Y$372				'27　集計用'!$Y$373:$Y$634

						その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		'27　集計用'!$Ｙ$16:$Ｙ$634				18				'27　集計用'!$Y$16:$Y$372				'27　集計用'!$Y$373:$Y$634

						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		'27　集計用'!$Ｙ$16:$Ｙ$634				116				'27　集計用'!$Y$16:$Y$372				'27　集計用'!$Y$373:$Y$634

						放送局の送信設備		'27　集計用'!$Ｙ$16:$Ｙ$634				302				'27　集計用'!$Y$16:$Y$372				'27　集計用'!$Y$373:$Y$634

						番組送出設備		'27　集計用'!$Ｙ$16:$Ｙ$634				169				'27　集計用'!$Y$16:$Y$372				'27　集計用'!$Y$373:$Y$634

										小計 ショウケイ		619		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(8)発生月 ハッセイツキ

						1		'27　集計用'!$J$16:$J$634				55

						2		'27　集計用'!$J$16:$J$634				24

						3		'27　集計用'!$J$16:$J$634				35

						4		'27　集計用'!$J$16:$J$634				38

						5		'27　集計用'!$J$16:$J$634				31

						6		'27　集計用'!$J$16:$J$634				60

						7		'27　集計用'!$J$16:$J$634				64

						8		'27　集計用'!$J$16:$J$634				110

						9		'27　集計用'!$J$16:$J$634				62

						10		'27　集計用'!$J$16:$J$634				68

						11		'27　集計用'!$J$16:$J$634				31

						12		'27　集計用'!$J$16:$J$634				41

										小計 ショウケイ		619		←(1)の総計と値が一致しない場合は入力ミスの可能性あり ソウケイアタイイッチバアイニュウリョクカノウセイ

				　(9)重大事故 ジュウダイジコ

						重 ジュウ		'27　集計用'!$C$16:$C$634				25				'27　集計用'!$C$16:$C$372				'27　集計用'!$C$373:$C$634

														←共建局で重大事故が発生した場合、各社ごとに「重」フラグが付くが、カウントは共建局で1件とする。 トモケンキョクジュウダイジコハッセイバアイカクシャジュウツトモケンキョクケン

														　　よって、上記の値は報告書に記載する重大事故件数より若干大きくなる。 ジョウキアタイホウコクショキサイジュウダイジコケンスウジャッカンオオ

				　(10)措置模様（リスト） ソチモヨウ

						他事業者(電気事業者)にて対応 タジギョウシャデンキジギョウシャタイオウ		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				53				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(ソフトウェア修正*		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				10				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				30				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(その他)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				235				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						他事業者(電気通信事業者)にて対応		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				28				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				44				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(自然復旧)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				94				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(系切替)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				63				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				20				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

						他事業者(他の放送事業者)にて対応		'27　集計用'!$AB$16:$AB$634				36				'27　集計用'!$AB$16:$AB$372				'27　集計用'!$AB$373:$AB$634

										小計 ショウケイ		613		←(1)の合計値と一致しない場合は、入力ミス（全角／半角誤り）の可能性あり ゴウケイチイッチバアイニュウリョクゼンカクハンカクアヤマカノウセイ





		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ				メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ

				北海道 ホッカイドウ

				東北 トウホク												ワイド																																								電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ

				関東 カントウ												DTV																																								事業者が自ら対応（ソフトウエア修正） シュウセイ

				信越 シンエツ												FM																																								事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

				東海 トウカイ												CFM																				設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ																		事業者が自ら対応（その他） タ

				北陸 ホクリク												幹 ミキ		C親 オヤ																		自然災害 シゼンサイガイ		ソフトウェア不具合																		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

				近畿 キンキ												FCM		親 オヤ																		回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） セツビサイキドウ

				中国 チュウゴク												R		プ																		停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応（自然復旧） シゼンフッキュウ

				四国 シコク												般 ハン		中 チュウ						○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応(系切替)

				九州 キュウシュウ												MM																						人為的な要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応（ハードウェア修復）

				沖縄 オキナワ												短 タン																																		番組送出設備						他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ

				本省 ホンショウ						グリーンチャンネル						幹 カン				8				○		8/8/15		23:30:00		8/8/15		23:30:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＰＢ≪再生音声レベル調整≫ツマミが飛び出た状態で定期点検後のＶＴＲデッキが納品されたため。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（音声調整装置） バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ		VTR		事業者が自ら対応(系切替)										無音で送出される。（映像は正常）

				本省 ホンショウ						ジェイ・スポーツ						幹 カン				8				○		8/10/15		6:25:46		8/10/15		6:28:08		0:02:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		番組バンクデコーダ		事業者が自ら対応(系切替)		ＯＡ監視にて映像フリーズ音声無音を認知。番組送出設備を予備系に切替え復旧。 故障機器はメーカー交換								#244 J SPORTS 3

				本省 ホンショウ						スターチャンネル						幹 カン				9						9/18/15		3:22:33						0:59:17		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波情報送出機器の設定による。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		津波情報送出機器		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。
恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						囲碁将棋チャンネル イゴショウギ						般 ハン				9						9/18/15		3:22:33						0:59:17		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波情報送出機器の設定による。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		津波情報送出機器		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。
恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						ＢＳ日本 ニホン						幹 カン				4				○		4/5/15		23:30:00		4/5/15		23:57:00		0:27:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		２か国語番組にて音声モードを「２ステレオ」で放送されなければならないところ、「２モノ」で放送されたため、２チャンネルとも日本語となり、英語が放送されなかった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)

				本省 ホンショウ						ＢＳ日本 ニホン						幹 カン				6				○		6/3/15		22:30:46		6/3/15		22:36:04		0:05:18		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(系切替)		２２時から放送の「深層ニュース」において、中継スタジオからの信号を受ける現用機器が故障し、マスタースイッチャーになにも分配されなかった。予備回線は正常であったため、系を切替え、復旧したが、解明するのに時間がかかった。

				本省 ホンショウ						ＷＯＷＯＷ						幹 カン				9				○		9/5/15		19:32:22		9/5/15		19:48:48		0:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組編成システムから放送送出データサーバに人為的ミスにより最新の情報が送信されなかった。										その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		番組編成システム		事業者が自ら対応(自然復旧)		ロール1の内容が欠落したままロール2を放送

				本省 ホンショウ						ＷＯＷＯＷ						幹 カン				9						9/5/15		20:19:29		9/5/15		20:35:55		0:00:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組編成システムから放送送出データサーバに人為的ミスにより最新の情報が送信されなかった。										その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		番組編成システム		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		手動テイクにてフィラー番組を放送（発生時刻から復旧時刻のうち、15分46秒間）。ロール2捨てカット（6秒間）、黒味/無音（3秒間）、静止画/無音（31秒間）。

				本省 ホンショウ						囲碁将棋チャンネル イゴショウギ						般 ハン				4						4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:55		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		4月12日に正常な機器と交換対応済み								数秒の画・音の乱れが発生、CS系統の同期信号関係機器不具合を想定。

				本省 ホンショウ						インターローカルメディア						般 ハン				4						4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:55		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		4月12日に正常な機器と交換対応済み								数秒の画・音の乱れが発生、CS系統の同期信号関係機器不具合を想定。

				本省 ホンショウ						インタラクティーヴィ						般 ハン				4						4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:55		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		4月12日に正常な機器と交換対応済み								数秒の画・音の乱れが発生、CS系統の同期信号関係機器不具合を想定。

				本省 ホンショウ						エムオン・エンターテインメント						般 ハン				7				○		7/30/15		1:52:51		7/30/15		1:53:37		0:00:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		スクランブル放送のところノンスクランブルとなっていることを認知。エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						GAORA						般 ハン				7						7/30/15		1:52:51		7/30/15		1:53:37		0:00:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		スクランブル放送のところノンスクランブルとなっていることを認知。エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						キッズステーション						般 ハン				7						7/30/15		1:52:51		7/30/15		1:53:37		0:00:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		スクランブル放送のところノンスクランブルとなっていることを認知。エンコーダ設備を予備系統へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						サテライトサービス						般 ハン				8				○		8/19/15		12:38:22		8/19/15		12:51:25		0:13:03		その他 ホカ		その他 ホカ		素材のタイムコードが一部欠落した。そのため字幕送出システムが同期に失敗し、字幕を正常に表示できなかった ソザイイチブケツラク										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		字幕送出システム		他事業者(電気通信事業者)にて対応		12:38:22より表示された字幕が点滅した後、ずれて表示される。12:51:15に継続中の事象を説明する文面のテロップを10秒間表示。番組終了と共に復旧。

				本省 ホンショウ						サテライトサービス						般 ハン				8						8/19/15		22:00:23		8/19/15		22:12:17		0:11:54		その他 ホカ		その他 ホカ		素材のタイムコードが一部欠落した。そのため字幕送出システムが同期に失敗し、字幕を正常に表示できなかった ソザイイチブケツラク										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		字幕送出システム		他事業者(電気通信事業者)にて対応		22:00:23より日本語字幕が欠落。22:05:10に継続中の事象を説明する文面のテロップを10秒間表示。最初のブレイク明けの22:12:17に復旧。

				本省 ホンショウ						ＣＳ日本 ニホン						般 ハン				7				○		7/1/15		17:00:00		7/1/15		17:00:15		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		うるう秒対策を実施中、マスタークロックとビデオサーバー間での同期信号に差異が発生した。映像乱れ、音声無音。 エイゾウミダオトコエムオン										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置) バングミソウシュツセツビキジュンシンゴウハッセイソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)		本障害は、プレイリスト上、対策のために予め準備していました同期動作のためのイベント１５秒間（１７時直前）にて機器同士の同期を計画していましたが、１５秒の間に同期動作が完了しなかったため発生した。次回以降、さらに余裕を持って同期動作用のイベントを３０秒に拡張を計画する。								#340 ディスカバリーチャンネル  視聴契約件数：84万件

				本省 ホンショウ						松竹ブロードキャスティング ショウチク						般 ハン				4						4/2/15		4:23:55		4/2/15		4:23:59		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		数秒の画・音の乱れが発生。ＣＳ系統の同期信号関係機器不具合を想定。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		4月12日深夜に正常な機器と交換。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				松竹ブロードキャスティング ショウチク						般 ハン				9				○		9/18/15		3:22:33		9/18/15				2:07:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(その他)		原因は津波情報送出機器の設定による。恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						般 ハン				4						4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:55		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		数秒の画・音の乱れが発生。ＣＳ系統の同期信号関係機器不具合を想定。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		4月12日深夜に正常な機器と交換。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						般 ハン				9						9/18/15		3:22:33		9/18/15				2:07:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(その他)		原因は津波情報送出機器の設定による。恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						東映衛星放送 トウエイエイセイホウソウ						般 ハン				4						4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:55		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		数秒の画・音の乱れが発生。ＣＳ系統の同期信号関係機器不具合を想定。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		4月12日深夜に正常な機器と交換。

				本省 ホンショウ						東映衛星放送 トウエイエイセイホウソウ						般 ハン				9						9/18/15		3:22:33		9/18/15				2:07:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(その他)		原因は津波情報送出機器の設定による。恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				4						4/2/15		4:23:50		4/2/15		4:23:59		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		数秒の画・音の乱れが発生。ＣＳ系統の同期信号関係機器不具合を想定。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		4月12日深夜に正常な機器と交換。

				本省 ホンショウ						ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				9						9/18/15		3:22:33		9/18/15				2:07:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		津波到着予想時刻の102電文中99電文でストップし、残り3電文（詳細地域）が、スカパー！（CS110°）において出力されない事象が発生。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応(その他)		原因は津波情報送出機器の設定による。恒久対策までは、暫定対応として2電文を1ページで出力する。

				本省 ホンショウ						スカパー・エンターテイメント						般 ハン				4				○		4/2/15		4:23:51		4/2/15		4:23:56		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		数秒の画・音の乱れが発生。ＣＳ系統の同期信号関係機器不具合を想定。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		4月12日深夜に正常な機器と交換。

				本省 ホンショウ						日本映画放送 ニホンエイガホウソウ						幹 カン				9				○		9/19/15		14:43:01		9/19/15		14:43:34		0:00:33		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出用ビデオサーバの現用系デコーダの不具合。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		送出用ビデオサーバ ソウシュツヨウ		他事業者(電気事業者)にて対応		予備系へ切り替えて復旧

				本省 ホンショウ						ビーエスFOX						幹 カン				7				○		7/1/15		17:00:00		7/1/15		17:00:05		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		うるう秒対策を実施中、マスタークロックとビデオサーバー間での同期信号に差異が発生した。映像乱れ、音声無音。 エイゾウミダオトコエムオン										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置) バングミソウシュツセツビキジュンシンゴウハッセイソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)		本障害は、プレイリスト上、対策のために予め準備していました同期動作のためのイベント１５秒間（１７時直前）にて機器同士の同期を計画していましたが、１５秒の間に同期動作が完了しなかったため発生した。次回以降、さらに余裕を持って同期動作用のイベントを３０秒に拡張を計画する。								FOXスポーツ&エンターテイメント　　

				本省 ホンショウ						ビーエスFOX						般 ハン				7				○		7/1/15		17:00:00		7/1/15		17:00:53		0:00:53		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		うるう秒対策を実施中、マスタークロックとビデオサーバー間での同期信号に差異が発生した。映像乱れ、音声無音。 エイゾウミダオトコエムオン										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置) バングミソウシュツセツビキジュンシンゴウハッセイソウチ				事業者が自ら対応(自然復旧)		本障害は、プレイリスト上、対策のために予め準備していました同期動作のためのイベント１５秒間（１７時直前）にて機器同士の同期を計画していましたが、１５秒の間に同期動作が完了しなかったため発生した。次回以降、さらに余裕を持って同期動作用のイベントを３０秒に拡張を計画する。								ナショナル・ジオグラフィック・チャンネル　

				本省 ホンショウ						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 カン				7				○		7/20/15		11:40:36		7/20/15		11:42:10		0:01:34		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用系のラウンドネスコントローラの不具合により音声無音状態が発生。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)		ラウドネスコントローラ		事業者が自ら対応(系切替)		放送を予備系に切り替えることで復旧。現用系のラウンドネスコントローラを再起動する事で復旧。製造元へ調査依頼をしたが原因特定されず。その後の再発はない。								CS第175号

				本省 ホンショウ						シーエス・ワンテン						般 ハン				8				○		8/29/15		20:44:50		8/29/15		20:52:59		0:08:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		エンコーダー基板ＣＰＵの不具合。 キバンフグアイ										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替)		映像黒味・断続的に音声無音を確認後、障害箇所を断定。予備系に切り替えることで正常放送に復帰。 エイゾウクロミダンゾクテキオンセイムオンカクニンゴショウガイカショダンテイヨビケイキカセイジョウホウソウフッキ								CS第164号ＭＴＶ　ＨＤ（＃323ｃｈ） ゴウ

				本省 ホンショウ						スカパー・JSAT						幹 カン				9				○		9/6/15		16:22:57		9/6/15		16:25:03		0:02:06		自然災害 シゼンサイガイ		降雨 コウウ		降雨によるアップリンク電波の減衰										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				本省 ホンショウ						スカパー・JSAT						幹 カン				9				○		9/6/15		21:00:40		9/6/15		21:04:30		0:03:50		自然災害 シゼンサイガイ		降雨 コウウ		降雨によるアップリンク電波の減衰										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		中 チュウ		9				○		9/20/15		7:53:00		9/20/15		9:06:00		1:13:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		電気通信事業者の回線障害が発生し無変調となった。				北放第3682号		はこだてエフエム日浦中継				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		自社設備のリセットで復旧せず、当該業者の調査の結果、回線振替作により復旧した。				約900世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムなよろ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/16/15		13:37:00		6/16/15		13:47:00		0:10:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		局内の異常を知らせるアラームが「回線異常」と表示され、聴衆者の方から「音飛びが激しい」とのメール複数受信。同時に局内でも認知。当時は晴れてはいたが雷注意報が出ていた。ＮＴＴ復旧センターに問い合わせたところ「雷の影響と思われる。放送局、ＮＴＴ局舎、送信アンテナ、それぞれに通ずる回線に故障はない」との事。				北放第3741号		名寄局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		約１０分で復旧。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/25/15		3:04:34		4/25/15		4:14:02		1:09:28		停電 テイデン		停電 テイデン		北電の事故停電。				北放第4634号		仙法志中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				305世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		4						4/25/15		3:04:34		4/25/15		4:14:02		1:09:28		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4826号		仙法志DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧				302世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		4						4/25/15		3:04:34		4/25/15		4:14:02		1:09:28		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4636号		仙法志DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧				302世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		4						4/25/15		3:04:34		4/25/15		4:14:02		1:09:28		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4633号		仙法志DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧				302世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		6				○		6/4/15		2:37:23		6/4/15		2:37:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による高圧線断線。				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						6/4/15		2:37:23		6/4/15		2:37:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						6/4/15		2:37:23		6/4/15		2:37:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6						6/4/15		2:37:23		6/4/15		2:37:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		6						6/4/15		3:27:50		6/4/15		3:28:00		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による高圧線断線。				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						6/4/15		3:27:50		6/4/15		3:28:00		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						6/4/15		3:27:50		6/4/15		3:28:00		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		6				○		6/24/15		6:52:02		6/24/15		6:54:12		0:02:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						6/24/15		6:52:02		6/24/15		6:52:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						6/24/15		6:52:02		6/24/15		6:52:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		6						6/24/15		6:52:02		6/24/15		6:52:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6						6/24/15		6:52:02		6/24/15		6:52:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		6				○		6/28/15		12:31:52		6/28/15		12:32:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第4284号		北檜山中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		6						6/28/15		12:31:52		6/28/15		12:32:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号		北檜山中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		6						6/28/15		12:31:52		6/28/15		12:32:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4286号		北檜山中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		6						6/28/15		12:31:52		6/28/15		12:32:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号		北檜山中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		6						6/28/15		12:31:52		6/28/15		12:32:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号		北檜山中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/9/15		20:57:00		7/9/15		20:57:15		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS放送進行データの入力ミス ニュウリョク				北放第3688号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		措置なし（次の放送進行データが発効して復旧）		北放第3688号、北放第3847号、北放第3834号、北放第4165号、北放第3835号、北放第3928号、北放第4386号、北放第4039号、北放第4140号、北放第3810号、北放第4121号、北放第4525号、北放第4291号、北放第4080号、北放第4531号、北放第4092号、北放第4491号、北放第4265号、北放第3949号、北放第3900号、北放第3934号、北放第4645号、北放第4049号、北放第4329号、北放第4551号、北放第4745号、北放第4675号、北放第4703号、北放第		2,388,569世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		7				○		7/31/15		1:49:03		7/31/15		1:49:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		7						7/31/15		1:49:03		7/31/15		1:49:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		7						7/31/15		1:49:03		7/31/15		1:49:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		7						7/31/15		1:49:03		7/31/15		1:49:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		7						7/31/15		1:49:03		7/31/15		1:49:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/3/15		9:55:00		8/3/15		12:48:00		2:53:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4695号		本別沢中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信機の自然故障により送信品質劣化。電源再投入により復旧。				369世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/18/15		9:18:41		8/18/15		11:12:38		1:53:57		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第4375号		白符中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電事故停電により停波。（蓄電池なし）復電により復旧。				687世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/18/15		9:18:41		8/18/15		11:12:38		1:53:57		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4383号		白符中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧。				687世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/18/15		9:18:41		8/18/15		11:12:38		1:53:57		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4381号		白符中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧。				687世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		8						8/18/15		9:18:41		8/18/15		11:12:38		1:53:57		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号		白符中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧。				687世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		8						8/18/15		9:18:41		8/18/15		11:12:38		1:53:57		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4383号		白符中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし）。復電により復旧。				687世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9				○		9/2/15		17:29:23		9/2/15		17:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷によるアレスタ破損。				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9						9/2/15		17:29:23		9/2/15		17:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		9						9/2/15		17:29:23		9/2/15		17:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9						9/2/15		17:29:23		9/2/15		17:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9						9/2/15		17:29:23		9/2/15		17:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9						9/2/15		17:47:03		9/2/15		17:47:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷によるアレスタ破損。				北放第4358号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		9						9/2/15		17:47:03		9/2/15		17:47:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		9						9/2/15		17:47:03		9/2/15		17:47:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		9						9/2/15		17:47:03		9/2/15		17:47:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		9						9/2/15		17:47:03		9/2/15		17:47:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号		羽幌中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		8				○		8/15/15		21:57:00		8/15/15		22:52:00		0:55:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4526号		黒松内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		故障した設備は不明		事業者が自ら対応(自然復旧)		機器故障による停波の可能性あり。原因機器は不明。自然復旧。				2,593世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		8				○		8/18/15		9:04:00		8/18/15		9:56:00		0:52:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4526号		黒松内DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		故障した設備は不明		事業者が自ら対応(自然復旧)		機器故障による停波の可能性あり。原因機器は不明。自然復旧。				2,593世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		5				○		5/1/15		6:02:50		5/1/15		6:03:00		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第30号		稚内R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				26,646世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		5						5/1/15		6:02:50		5/1/15		6:03:00		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第31号		稚内R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				23,793世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		親 オヤ		6				○		6/28/15		10:51:17		6/28/15		10:51:56		0:00:39		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第17号		札幌R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				2,202,956世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		6						6/28/15		10:51:17		6/28/15		10:51:56		0:00:39		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第18号		札幌R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				2,312,084世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		8				○		8/11/15		3:43:36		8/11/15		3:43:46		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第54号		中頓別R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				3,705世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		8				○		8/11/15		15:53:28		8/11/15		15:53:38		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第58号		広尾R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				3,659世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		8				○		8/12/15		14:44:35		8/12/15		14:44:41		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第21号		旭川R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				260,940世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		8						8/12/15		14:44:35		8/12/15		14:44:41		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第38号		旭川R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				208,171世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		8				○		8/18/15		11:13:34		8/18/15		11:13:44		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3号		中標津R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				16,779世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		8						8/18/15		11:13:34		8/18/15		11:13:44		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第52号		中標津R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				15,625世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		4				○		4/22/15		17:54:41		4/22/15		17:54:48		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		原因不明 ゲンインフメイ				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542世帯		共建 トモダテ		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 チュウ		5				○		5/30/15		15:39:12		5/30/15		15:42:11		0:02:59		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		中継回線用機器のUPS電源を誤って断				北放第15号		北見ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		中継回線用機器のUPS電源ONにより復旧。				72,555世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		6				○		6/16/15		14:48:17		6/16/15		14:48:37		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		マスター機器整備中の作業手順ミス				北放第3688号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音割込BGM送出により復旧。		北放第9号、北放第10号、北放第11号、北放第12号、北放第13号、北放第14号、北放第16号、北放第2号、北放第15号、北放第1464号、北放第1465号、北放第1524号、北放第1705号、北放第2500号、北放第2501号、北放第2615号、北放第3242号		2,416,559世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		6						6/16/15		14:51:45		6/16/15		14:52:05		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		マスター機器整備中の作業手順ミス				北放第3688号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音割込BGM送出により復旧。		北放第9号、北放第10号、北放第11号、北放第12号、北放第13号、北放第14号、北放第16号、北放第2号、北放第15号、北放第1464号、北放第1465号、北放第1524号、北放第1705号、北放第2500号、北放第2501号、北放第2615号、北放第3242号		2,416,559世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		6						6/16/15		14:52:06		6/16/15		14:52:26		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		マスター機器整備中の作業手順ミス				北放第3688号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音割込BGM送出により復旧。		北放第9号、北放第10号、北放第11号、北放第12号、北放第13号、北放第14号、北放第16号、北放第2号、北放第15号、北放第1464号、北放第1465号、北放第1524号、北放第1705号、北放第2500号、北放第2501号、北放第2615号、北放第3242号		2,416,559世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		6						6/16/15		14:52:42		6/16/15		14:52:57		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		マスター機器整備中の作業手順ミス				北放第3688号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音割込BGM送出により復旧。		北放第9号、北放第10号、北放第11号、北放第12号、北放第13号、北放第14号、北放第16号、北放第2号、北放第15号、北放第1464号、北放第1465号、北放第1524号、北放第1705号、北放第2500号、北放第2501号、北放第2615号、北放第3242号		2,416,559世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		6				○		6/28/15		12:31:56		6/28/15		12:32:03		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第2500号		江差ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				13,802世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		6						6/28/15		12:31:56		6/28/15		12:32:03		0:00:07		その他 ホカ		その他 ホカ		江差ラジオ局の停電により、当局向けSTLが無音となった。				北放第2501号		北檜山ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		江差ラジオ局が自家発に切り替わるまでの間無音。自家発に切り替わり復旧。				5,184世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		7				○		7/28/15		10:18:03		7/28/15		10:18:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		作業中誤って停電させてしまった サギョウチュウアヤマテイデン				北放第13号		旭川ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				262,252世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		8				○		8/11/15		11:53:23		8/11/15		11:53:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明（豪雨・雷発生中） フメイゴウウカミナリハッセイチュウ				北放第13号		旭川ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				262,252世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		8				○		8/11/15		17:58:48		8/11/15		17:58:58		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明（豪雨・雷発生中） フメイゴウウカミナリハッセイチュウ				北放第14号		帯広ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				151,598世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		9				○		9/21/15		19:37:10		9/21/15		19:37:17		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		不明 フメイ				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542世帯		共建 トモダテ		故障した設備はなし。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 チュウ		4				○		4/22/15		17:54:41		4/22/15		17:54:48		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号		STV遠別				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波　（蓄電池なし）。復電により復旧。				約2万世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/11/15		11:53:28		8/11/15		11:53:46		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第100号		STV旭川				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波　（蓄電池なし）。復電により復旧。				約22万8千世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 チュウ		9				○		9/21/15		19:37:10		9/21/15		19:37:17		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号		STV遠別				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波　（蓄電池なし）。復電により復旧。				約2万世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		5				○		5/6/15		9:50:30		5/6/15		9:50:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第365号、北放第386号、北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		5						5/6/15		9:50:30		5/6/15		9:50:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		5				○		5/26/15		14:22:04		5/26/15		14:22:14		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第361号		名寄FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第366号、北放第365号、北放第386号、北放第733号		61,585世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		5						5/26/15		14:22:04		5/26/15		14:22:14		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3620号		VICS名寄				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第3621号。北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		61,585世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		8				○		8/11/15		3:43:47		8/11/15		3:43:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第365号、北放第386号、北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8						8/11/15		3:43:47		8/11/15		3:43:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		8				○		8/11/15		17:58:49		8/11/15		17:59:02		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第1976号		帯広局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				129,411世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		8						8/11/15		17:58:49		8/11/15		17:59:02		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第2563号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約129,412世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送						R		中 チュウ		9				○		9/14/15		14:28:00		9/14/15		14:37:00		0:09:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による送信機保護動作				東放第15号		弘前放送局 ヒロサキホウソウキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		激しい落雷により、送信機のSWR保護動作が発生。監視制御装置にて送信機をリセットして復旧。				160,295世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク		注 チュウ		青森 アオモリ		青森テレビ						DTV		親 オヤ		9				○		9/19/15		15:44:39		9/19/15		16:40:05		0:05:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組バンクへの素材の放送時間登録ミス				東放第6680号		ATV青森DTV 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		本編の再生が停止したため、当初は番組バンク設備の不具合ではないかと判断し対処したが、その後データの誤入力であることが判明。番組バンクへの放送時間の再登録と頭だしを行い本編を復旧した。本編復旧まではフィラー番組で対処		東放第６７８１号、東放第６７８２号、東放第７１７３号、東放第７１１５号、東放第７６３３号、東放第７９８７号、東放第８２５１号、東放第８４８８号、東放第７１２０号、東放第７６６８号、東放第７９９２号、東放第８２５６号、東放第８５８１号、東放第７１２５号、東放第７６９６号、東放第７９９７号、東放第８２６１号、東放第７１３０号、東放第７７１２号、東放第８００２号、東放第８２６６号、東放第７１３５号、東放第７７２４号、東放第８０８２号、東放第８２７１号、東放第７３４９号、東放第７７３４号、東放第８０８７号、東放第		約50万8千世帯		単独 タンドク		人為的ミスに起因するもので番組バンク設備の不具合ではない

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送						R		中 チュウ		7				○		7/22/15		3:34:08		7/22/15		4:20:00		0:45:52		その他 ホカ		その他 ホカ		空中線不整合発生により送信機保護回路が動作し停波。				東放第132号		TBC鳴子R				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		演奏所側のリモコン装置からのリセット操作で復旧。その後現地出向し現場確認。				5149世帯		単独 タンドク		事後調査により、カラスの群れが空中線に留まっていることが原因と判明。その後、カラス対策(空中線頂冠に鳥除け設置)を実施済み。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送						R		中 チュウ		8				○		8/1/15		3:48:44		8/1/15		4:22:50		0:34:06		その他 ホカ		その他 ホカ		空中線不整合発生により送信機保護回路が動作し停波。				東放第132号		TBC鳴子R				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		演奏所側のリモコン装置からのリセット操作で復旧。その後現地出向し現場確認。				5149世帯		単独 タンドク		事後調査により、カラスの群れが空中線に留まっていることが原因と判明。その後、カラス対策(空中線頂冠に鳥除け設置)を実施済み。

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		中 チュウ		6				○		6/1/15		4:00:00		6/1/15		6:44:03		2:44:03		その他 ホカ		その他 ホカ		光回線事業者によるケーブル切替作業があった。				東放第1070号		鹿角R局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現地に出向し、コーデックをリセットした。				18,058世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		中 チュウ		7				○		7/18/15		9:34:55		7/18/15		12:02:08		2:27:13		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		重機接触によるケーブル断線。鹿角R局と同時障害。				東放第18号		大館R局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		手動によるルート切替によって復旧				49,282世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		中 チュウ		7				○		7/18/15		9:34:55		7/18/15		12:02:08		2:27:13		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		重機接触によるケーブル断線。大館R局と同時障害。 オオダテ				東放第1070号		鹿角R局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		手動によるルート切替によって復旧				18,058世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/8/15		9:31:51		7/8/15		10:34:30		1:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		アナログ設備撤去業者による受信ケーブル誤切断				東放第8021号		真室川高坂DG局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫアイテックが現地出向し、受信ケーブルを接続。				218世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/8/15		9:31:51		7/8/15		10:34:30		1:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		アナログ設備撤去業者による受信ケーブル誤切断				東放第8022号		真室川高坂DE局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫアイテックが現地出向し、受信ケーブルを接続。				218世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送						DTV		中 チュウ		7						7/8/15		9:31:51		7/8/15		10:34:30		1:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		アナログ設備撤去業者による受信ケーブル誤切断				東放第8022号		真室川高坂局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫアイテックが現地出向し、受信ケーブルを接続。				218世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		7						7/8/15		9:31:51		7/8/15		10:34:30		1:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		アナログ設備撤去業者による受信ケーブル誤切断				東放第8023号		真室川高坂DTV局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫアイテックが現地出向し、受信ケーブルを接続。				218世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7						7/8/15		9:31:51		7/8/15		10:34:30		1:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		アナログ設備撤去業者による受信ケーブル誤切断				東放第8024号		真室川高坂DTV局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		ＮＨＫアイテックが現地出向し、受信ケーブルを接続。				218世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		6				○		6/23/15		13:41:27		6/23/15		13:41:31		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		鉄塔避雷針等への落雷による誘導雷の影響により、一瞬機器異常となり瞬断した。				東放第6878号		東沢DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。				7,725世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		親 オヤ		7						7/22/15		18:48:38		7/22/15		18:48:49		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		本社鉄塔に落雷したときの誘導雷により本社STL送信装置に異常が発生。				東放第6700号		山形DTV局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。		プラン局東放第6760号。プラン局東放第6766号。プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6875号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7041号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7365号。東放第7366号。東放第7367号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7398号。東放第7399号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7403号。東放第7876号。東		388,608世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		親 オヤ		5				○		5/15/15		18:51:49		5/15/15		18:57:00		0:05:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		SNG回線の降雨減衰による回線断				東放第6658号		TUY山形DTV				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		「お待ちください」の静止画を送出		東放第6761号　TUY鶴岡DTV、東放第6767号　TUY新庄DTV、東放第6771号　TUY米沢天元台DTV、東放第6854号　TUY小国DTV、東放第6863号　TUY白鷹長井DTV、東放第6867号　TUY朝日DTV、東放第6862号　TUY尾花沢DTV、東放第6866号　TUY東沢DTV、東放第6865号　TUY関山DTV、東放第6864号　TUY山寺DTV、東放第7057号　TUY羽前金山DTV、東放第7058号　TUY高畠DTV、東放第7059号　TUY蔵王温泉DTV、東放第7431号　TU		438,909世帯 セタイ		単独 タンドク

				東北 トウホク		重 ジュウ		山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		プ		5				○		5/11/15		4:19:00		5/11/15		7:09:23		2:50:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6868号		SAY白鷹長井DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		放送終了後に送信設備を1号系へ切替。放送開始後に受信障害の問い合わせを受けて、1号系の故障を認識。遠方監視制御装置にて2号系に切戻して復旧。		東放第6873号。東放第7406号。東放第7407号。東放第7410号。		17,406世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム福島 フクシマ						FM		プ		4				○		4/6/15		6:18:54		4/6/15		6:19:06		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第5729号		会津若松中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		停電発生後、自家発電装置起動、切換えまでの１２秒間停波。						共建 トモダテ

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム福島 フクシマ						FM		プ		9				○		9/11/15		1:42:00		9/11/15		1:42:13		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第5729号		会津若松中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		停電発生後、自家発電装置起動、切換えまでの１３秒間停波。						共建 トモダテ

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		5				○		5/26/15		15:18:00		5/26/15		15:18:17		0:00:17		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				その他の電気通信設備						事業者が自ら対応(その他)		別音源ＣＤを送出。その後ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰﾄﾞ安定のため戻して復旧		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		8				○		8/29/15		16:00:04		8/29/15		16:00:27		0:00:23		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		別音源を送出し対応		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		9				○		9/5/15		18:10:00		9/5/15		18:16:00		0:06:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		CF再生機故障				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		別音源を送出し対応		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		石巻コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		6				○		6/5/15		6:31:00		6/5/15		6:44:00		0:13:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		プログラムの登録ミス				東放第6131号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		手動にて切り替え復旧		欠山受信障害対策中継局、硯上山受信障害対策中継局、大草山受信障害対策局

				東北 トウホク				福島 フクシマ		Mot.Comもとみや						CFM		C親 オヤ		6				○		6/24/15		18:11:12		6/24/15		18:37:12		0:26:00		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ		落雷により演奏所の設備故障し放送停止。				東放6776号		FM Mot.Com局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		発生から約26分後に送信所から直接臨時放送を開始し、演奏所の機器交換、通常復旧まで臨時放送。				約27,000世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムたいはく						CFM		C親 オヤ		7				○		7/23/15		15:27:00		7/23/15		16:00:00		0:33:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他		無線アクセス回線への干渉				東放第6943号		エフエムたいはく局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		自然復旧。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムたいはく						CFM		C親 オヤ		8				○		8/17/15		15:00:00		8/17/15		15:10:00		0:10:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6943号		エフエムたいはく局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		ミュージックバードから音楽CDに切替え放送。代換機へ交換済み

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		6				○		6/16/15		7:20:00		6/16/15		10:10:00		2:50:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						東放第8561号		花泉中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		区域聴取者より通報あり。現地出向し良好確認。業者調査依頼したが原因特定せず。				4,349世帯

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		7				○		7/30/15		6:50:00		7/30/15		8:20:00		1:30:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						東放第8652号		千厩中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		聴取者より通報あり。現地出向しＳＹＮＣＦＭ現用機停止。予備機手動リセット復旧。現用機8/3代替機交換。				4,141世帯

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		7						7/30/15		14:40:00		7/30/15		15:00:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						東放第8652号		千厩中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		聴取者より通報あり。現地出向し再度予備機を手動リセット復旧。				4,141世帯

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		7						7/31/15		14:00:00		7/31/15		14:20:00		0:20:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ						東放第8652号		千厩中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		聴取者より通報あり。現地出向し手動リセット復旧。				4,141世帯

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		らくてんみやぎのエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/15		12:50:06		8/21/15		12:50:40		0:00:34		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						東放 8793 号		らくてんみやぎのエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		手動にて切り替え復旧

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		5				○		5/21/15		3:09:08		5/21/15		3:09:14		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第8655号		岩瀬DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		5,786世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		5				○		5/21/15		3:10:44		5/21/15		3:10:48		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第9541号		小仏城山DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		376,593世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		6				○		6/23/15		18:04:37		6/23/15		18:04:44		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ						関放第8655号		草津DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				関放第8764号、関放第8516号、関放第9243号、関放第9133号 セキホウダイゴウセキホウダイゴウセキホウダイゴウセキホウダイゴウ		9,131世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○		7/3/15		23:10:33		7/3/15		23:11:13		0:00:40		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ						関放第8905号		横須賀鴨居DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		6,081世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		7						7/3/15		23:10:33		7/3/15		23:11:08		0:00:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		久里浜～横須賀鴨居間の豪雨のため受信レベルが低下				関放第8908号		横須賀鴨居DTV中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		TTL受信機		事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		6,081世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		7						7/3/15		23:10:33		7/3/15		23:11:08		0:00:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		久里浜～横須賀鴨居間の豪雨のため受信レベルが低下				関放第8910号		横須賀鴨居DTV中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		TTL受信機		事業者が自ら対応(自然復旧)				無 ナシ		6,081世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○		7/20/15		15:12:14		7/20/15		18:42:18		3:30:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第9483号		青梅小曾木DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				無 ナシ		342世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7						7/20/15		15:12:14		7/20/15		18:42:18		3:30:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第9484号		青梅小曾木DＥ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				無 ナシ		342世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本テレビ ニホン						DTV		中 チュウ		9				○		9/10/15		23:57:34		9/11/15		15:09:20		15:11:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10147号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		9						9/10/15		23:57:15		9/11/15		15:09:20		15:12:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10148号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		ＴＢＳテレビ						DTV		中 チュウ		9						9/11/15		7:27:04		9/11/15		15:09:20		7:42:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10149号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		9						9/11/15		12:16:00		9/11/15		15:09:20		2:53:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10150号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		9						9/11/15		0:11:41		9/11/15		15:09:20		14:57:39		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10151号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				千葉 チバ		千葉テレビ チバ						DTV		中 チュウ		9						9/11/15		12:16:00		9/11/15		15:09:20		2:53:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第10152号		君津長谷川局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機内電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機内電源部の予備品交換により復旧。		無 ナシ		146世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		6				○		6/16/15		16:39:06		6/16/15		21:33:00		4:53:54		その他 ホカ		その他 ホカ		出力検知異常				関放第9004号		横瀬根古谷DTV中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		設備リセット		無 ナシ		917世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/21/15		15:57:57		6/21/15		15:58:14		0:00:17		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スカイツリー(親局)から、中継局に行くTTL回線不具合。装置構成に対する認識不足と作業手順の不備のため入力信号（放送TS）断				関放第5750号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		TTL送信機		事業者が自ら対応(その他)		手動でTS接続して復旧。		関放第６７４５号、関放第７０８８号、関放第７０９５号、関放第７２０７号、関放第７９９３号、関放第８００４号、関放第８０１２号、関放第８０２２号、関放第８０８９号、関放第８０９１号、関放第８１６８号、関放第８１７６号、関放第８１８５号、関放第８２０２号、関放第８２０９号、関放第８２１６号、関放第８２２３号、関放第８２３０号、関放第８２３７号、関放第８２４４号、関放第８２６０号、関放第８２９２号、関放第８３２７号、関放第８３９４号、関放第８４０４号、関放第８４１２号、関放第８４２０号、関放第８４２７号、関放第		5,696,326世帯		共建 トモダテ

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川 カナガワ						DTV		親 オヤ		4				○		4/30/15		7:30:00		4/30/15		7:43:55		0:13:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		発局において、回線送出における障害。				関放第6512号		TVK横浜DTV（親局）				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		発局が原因と把握し、13分55秒後、別番組に変更して放送した。		プラン関放第7209号。プラン関放第8037号。関放第8262号。関放第8302号。関放第8303号。関放第8304号。関放第8604号。関放第8612号。関放第8628号。関放第8646号。関放第8654号。関放第8714号。関放第8852号。関放第8912号。関放第8976号。関放第9033号。関放第9046号。関放第9078号。関放第9093号。関放第9102号。関放第9103号。関放第9405号。関放第9413号。関放第9430号。関放第9454号。関放第9480号。関放第9540号。関放第954		4,469,416世帯		単独 タンドク		発局に起因するもので当社設備に故障はない。

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ埼玉 サイタマ						DTV		親 オヤ		4						4/30/15		7:30:00		4/30/15		7:33:40		0:03:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		発局において、回線送出における障害。				関放第7071号		浦和DTV（親局）				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		発局が原因と把握し、3分40秒後、別番組に変更して放送した。		関放第7999号、関放第8000号、関放第8270号、関放第8620号、関放第9025号、関放第9365号、関放第9366号、関放第9446号、関放第8836号、関放第8844号、関放第9000号、関放第9008号、関放第9040号、関放第9016号、関放第9306号		3,725,443世帯		単独 タンドク		発局に起因するもので当社設備に故障はない。

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会						FM		親 オヤ		8				○		8/18/15		13:21:17		8/18/15		13:21:24		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第254号		宇都宮ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)				関放第360号、関放第359号、関放第1013号、関放第467号、関放第622号		779,296世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/1/15		4:58:10		4/1/15		4:58:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/16/15		11:25:52		4/16/15		11:25:53		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/17/15		17:00:03		4/17/15		17:00:04		0:00:01		停電 テイデン		停電 テイデン		東京電力からの給電が瞬停した為				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/22/15		11:43:27		4/22/15		11:43:28		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/29/15		7:44:26		4/29/15		7:44:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○		5/8/15		9:40:16		5/8/15		9:40:17		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○		6/27/15		14:00:16		6/27/15		14:00:17		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/29/15		16:55:57		7/29/15		16:55:58		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙にカラスが入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/30/15		18:19:55		7/30/15		18:19:56		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/2/15		19:28:52		8/2/15		19:28:53		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/2/15		19:43:10		8/2/15		19:43:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/2/15		19:48:51		8/2/15		19:48:52		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/2/15		19:57:29		8/2/15		19:57:30		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/31/15		17:28:15		8/31/15		17:28:16		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/1/15		16:29:42		9/1/15		16:29:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/9/15		19:52:45		9/9/15		19:52:46		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9						9/9/15		21:18:48		9/9/15		21:18:49		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/25/15		0:48:10		9/25/15		0:48:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙にカラスが入り、スパークした				関放第15号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)								単独 タンドク		約0.5秒後に復帰。保護装置としての動作のため、正常動作 ヤクビョウゴフッキ

				関東 カントウ		重 ジュウ		茨城 イバラキ		茨城放送 イバラキホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/16/15		0:29:04		8/16/15		0:54:17		0:25:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		発生原因は、①放送送出設備（自動化）のＣＰＵの誤信号の発生または、②放送送出設備（自動化）のフェーダーアンプの誤作動が考えられるが、再現が出来ておらず、その内容はログに残るものではないため、今後も検証作業を行い発生原因の特定に努める。				基放　第１号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		放送送出設備（自動化）		事業者が自ら対応(その他)		技術者が手動でＮＲＮラインを繋ぎ放送を送出した。その後、放送送出設備（自動化）の送出内容が次の送出内容に繰り上がった際、正常に復帰した。		水戸局、土浦局、関城局 キョク		約362万世帯 ヤクマンセタイ		単独 タンドク		水戸局　約１５３万世帯、土浦・関城局　約２０９万世帯

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちエフエム						CFM		C親 オヤ		5				○		5/12/15		13:22:00		5/12/15		13:22:15		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				開放第8949号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				無 ナシ

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちエフエム						CFM		C親 オヤ		7				○		7/13/15		17:48:00		7/13/15		17:48:50		0:00:50		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				開放第8949号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				無 ナシ

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちエフエム						CFM		C親 オヤ		9				○		9/18/15		7:08:00		9/18/15		7:09:10		0:01:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ｺｰﾃﾞｯｸの送信不良、原因不明				開放第8949号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		ｺｰﾃﾞｯｸのリセットによる復旧、その後ｺｰﾃﾞｯｸ交換		無 ナシ

				関東 カントウ				千葉 チバ		かずさエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○		4/29/15		5:33:00		4/29/15		7:19:00		1:46:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT東日本木更津局局舎内にある交換機（専用回線収容装置）の故障により、本局から送信所に音声を伝送する専用回線が不通となったため。				関放第3782号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		専用回線収容装置		他事業者(電気通信事業者)にて対応		故障した専用回線収容装置をNTT東日本が交換。		無 ナシ		影響世帯数105,640世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム西東京						CFM		C親 オヤ		5				○		5/21/15		2:54:34		5/21/15		4:03:44		1:09:10		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		誘導雷による機器損傷				関放第5348号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		送信機		事業者が自ら対応(系切替)		モニター契約先からの連絡により故障検知。手動にて当該装置系統を切替。		無 ナシ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム西東京						CFM		C親 オヤ		6				○		6/17/15		10:09:31		6/17/15		10:11:40		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン		停電の為番組送出装置が停止した為再立ち上げを行った際に2分程度無音状態が発生した				関放第5348号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応				無 ナシ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○		4/16/15		10:18:00		4/16/15		11:21:35		1:03:35		停電 テイデン		他の事業者による要因		送信所のビルの電気工事による停電				関放第5762号		大江戸放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		電気工事終了により主電源復旧				約2万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		たかはぎエフエム						CFM		C親 オヤ		7				○		7/1/15		4:00:00		7/1/15		5:00:00		1:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ミュージックバードから提供を受けて放送する番組について、7月1日からチャンネル変更のプログラムを組んだところ、契約外のチャンネルを設定していたため、無音状態となった。				関放第10073号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		無音検知器により、担当者へメール通知されたが駆けつける前に番組が終了し、次番組から放送が再開された。		無 ナシ		9,788世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		うしくエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/24/15		11:37:46		8/24/15		11:38:10		0:00:24		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備(電源設備)の操作ミス				関放第10358号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電源ブレーカーに保護カバーを設置

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		うしくエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/25/15		19:56:55		8/25/15		19:57:25		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備の運行表(送出マトリクス)の設定ミス				関放第10358号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)		番組送出設備の運行表設定を修正 シュウセイ

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		うしくエフエム						CFM		C親 オヤ		9				○		9/1/15		11:22:21		9/1/15		11:22:54		0:00:33		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備の運行表(送出マトリクス)の設定ミス				関放第10358号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)		番組送出設備の運行表設定を修正 シュウセイ

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		うしくエフエム						CFM		C親 オヤ		9				○		9/16/15		20:05:30		9/16/15		20:06:08		0:00:38		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備の運行表(送出マトリクス)の設定ミス				関放第10358号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)		番組送出設備の運行表設定を修正 シュウセイ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム世田谷 セタガヤ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/13/15		12:39:00		4/13/15		13:54:00		1:15:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第5663号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応(その他)		送信所から直接放送。その後代替機を準備し、保守業者が交換した。		無 ナシ		約218,191世帯 セタイ		単独 タンドク

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						R		プ		4				○		4/15/15		12:34:10		4/15/15		16:35:33		1:57:54		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により送信給電線の一部が損傷、断線し、停波に至った。				信放第25号		ＳＢＣ飯田Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		出向し仮接続し復旧した。		無 ナシ		95,325世帯		単独 タンドク		14:25:50に一旦復旧したが、16:29:19に再び停波。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		親 オヤ		7				○		7/4/15		0:21:10		7/4/15		0:21:12		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 タシゼンサイガイ						信放第3300号		新潟局 ニイガタキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				信放第3315号、信放第3368号、信放第3360号、信放第3361号、信放第3362号、信放第3363号、信放第3364号、信放第3365号、信放第3366号、信放第3367号、信放第3446号、信放第3448号、信放第3453号、信放第3449号、信放第3450号、信放第3451号、信放第3452号、信放第3454号、信放第3447号、信放第3703号、信放第3589号、信放第3591号、信放第3588号、信放第3705号、信放第3590号、信放第3587号、信放第3586号、信放第3704号、信放第		696,023世帯		単独 タンドク

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		エフエム軽井沢 カルイザワ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/27/15		7:37:00		7/27/15		9:21:00		1:44:00		その他 ホカ		その他 ホカ		IPコーデックの停止				信放第3281号		FM軽井沢　送信所				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障を検知、現場出向し、当該機器をリセット。		無 ナシ		9500世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		ラジオななお						CFM		C親 オヤ		4				○		4/29/15		10:20:10		4/29/15		12:25:30		2:05:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		コーデックの故障により無音になったが、無音時に動作するはずのＣＤプレーヤーも故障していた。 コショウムオンムオンジドウサコショウ				陸放第2002号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		CDプレーヤーを交換し、故障したコーデックを予備と交換した。 コウカンコショウヨビコウカン		無し		約23000世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送						DTV		親 オヤ		7				○		7/9/15		20:57:00		7/9/15		20:57:15		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		キー局からの番組フォーマットが変更になり、ローカル映像で差替える必要が生じたが、担当者が変更連絡を見落とした				陸放第2201号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		マスター担当者が異変に気付き映像を本社情報カメラに切り替える。		プラン陸放第2212号。プラン陸放第2255号。プラン陸放第2256号。プラン陸放第2257号。みなしプラン陸放第2258号。陸放第2272号。陸放第2318号。陸放第2324号。陸放第2330号。陸放第2386号。陸放第2387号。陸放第2388号。陸放第2389号。陸放第2406号。陸放第2407号。陸放第2444号。陸放第2445号。陸放第2446号。陸放第2463号。陸放第2464号。陸放第2465号。陸放第2466号。陸放第2467号。		429,700世帯		共建 トモダテ		共建だが他の放送事業者には影響なし。

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送						R		親 オヤ		9				○		9/6/15		0:00:02		9/6/15		0:00:17		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		当該時刻に放送予定の番組に不要な制御信号が含まれていたために番組が再生直後に停止し、無音状態となった。 トウガイジコクホウソウヨテイバングミフヨウセイギョシンゴウフクバングミサイセイチョクゴテイシムオンジョウタイ				陸放第9号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		手動で強制的に当該番組を放送する。		プラン陸放第8号、陸放第27号、陸放第674号		624,463世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク		注 チュウ		福井 フクイ		福井エフエム						FM		中 ナカ		7				○		7/5/15		15:44:02		7/5/15		16:36:14		0:16:12		その他 ホカ		その他 ホカ		親局からの中継放送波に断続的に異常が発生、当該中継局の送信出力が低下。当日はスポラディックE層の発生が各地で観測されており、異常伝搬による中継波の混信が発生したと推定される。				陸放第678号		福井FM小浜				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				なし		14,864世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク		注 チュウ		福井 フクイ		福井エフエム						FM		中 ナカ		8				○		8/10/15		22:50:46		8/11/15		0:15:41		0:09:18		その他 ホカ		その他 ホカ		親局からの中継放送波に断続的に異常が発生、当該中継局の送信出力が低下。当日はスポラディックE層の発生が各地で観測されており、異常伝搬による中継波の混信が発生したと推定される。				陸放第678号		福井FM小浜				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				なし		14,864世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		4				○		4/5/15		2:11:00		4/5/15		2:20:00		0:09:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送信機の「停止制御時間」の自動制御装置への誤登録				海放第4384号		静岡ＤＥ				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		放送終了により回復		プラン海放第4655号。海放第4804号。海放第4806号。海放第4864号。海放第4905号。海放第4977号。海放第4986号。海放第4994号。海放第5063号。海放第5065号。海放第5103号。海放第5141号。海放第5183号。海放第5198号。海放第5222号。海放第5264号。海放第5332号。海放第5336号。海放第5344号。海放第5356号。海放第5360号。		約78万世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						DTV		プ		9				○		9/2/15		10:10:54		9/2/15		10:11:06		0:00:12		停電 テイデン		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		大雨により停電が発生。非常用発電機が起動するまでの間、バックアップ用無停電電源装置の不良により停波				海放第4710号		三島ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機の起動による回復。		プラン海放第4711号。プラン海放第4761号。プラン4762号。プラン第4892号。プラン海放第4893号。海放第5269号。海放第5270号。海放第5305号。海放第5306号。海放第5333号。海放第5334号。海放第5337号。海放第5338号。海放第5380号。海放第5381号。海放第5339号。海放第5340号。海放第5361号。海放第5362号。海放第5420号。海放第5421号。		約32万6千世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						DTV		プ		9						9/2/15		10:10:54		9/2/15		10:11:06		0:00:12		停電 テイデン		その他の自然災害 タシゼンサイガイ		大雨により停電が発生。非常用発電機が起動するまでの間、バックアップ用無停電電源装置の不良により停波				海放第4711号		三島ＤＥ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機の起動による回復。		プラン海放第4711号。プラン海放第4761号。プラン4762号。プラン第4892号。プラン海放第4893号。海放第5269号。海放第5270号。海放第5305号。海放第5306号。海放第5333号。海放第5334号。海放第5337号。海放第5338号。海放第5380号。海放第5381号。海放第5339号。海放第5340号。海放第5361号。海放第5362号。海放第5420号。海放第5421号。		約32万6千世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						R		中 ナカ		9				○		9/2/15		10:10:49		9/2/15		10:10:59		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第66号		熱海Ｒ１				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機の起動により復旧		無 ナシ		約11万世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						FM		中 ナカ		9				○		9/2/15		10:10:52		9/2/15		10:11:06		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第299号		熱海ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機の起動により復旧		無 ナシ		約3万5千世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		道路交通情報通信システムセンター						FM		中 ナカ		9						9/2/15		10:10:52		9/2/15		10:11:06		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4207号		VICS熱海				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		非常用発電機の起動により復旧		無 ナシ		約3万5千世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		中京テレビ チュウキョウ						DTV		親 オヤ		5				○		5/22/15		10:37:51		5/22/15		10:40:44		0:01:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		同期信号発生器の信号出力が正常に行われなくなった。そのため、生放送にてスタジオからの映像出力に乱れが生じ、放送にノイズ等の乱れが発生。				海放第4268号		CTV名古屋DTV局　親局				番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(その他)		同期信号発生器故障の影響を受けていなかったスタジオに切替え、放送を継続した。原因特定後、同期信号発生器を予備系に切り替えた。		プラン海放第4436号。プラン海放第4435号。プラン海放第4486号。プラン海放第4535号。プラン海放第4543号。プラン海放第4699号。プラン海放第4728号。プラン海放第4798号。海放第4501号。海放第4559号。海放第4729号。海放第4742号。海放第4750号。海放第4794号。海放第4802号。海放第4831号。海放第4916号。海放第4912号。海放第4943号。海放第4931号。海放第4938号。海放第4952号。海放第4957号。海放第5009号。海放第5019号。海放第504		446万世帯		単独 タンドク		詳細内訳：10:37:51～10:38:38（47秒）、10:40:08～10:40:44（36秒）

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						R		プ		6				○		6/15/15		4:29:00		6/15/15		6:58:07		2:29:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4715号		SBS三島DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		保守業者を現地出向させ、手動にて現用切換を行い復旧。故障原因は調査中（付随したソフトウェアの不具合については改修済み）。				約17万世帯		共建 トモダテ		障害発生中は減力状態となった。

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		静岡朝日テレビ シズオカアサヒ						DTV		親 オヤ		5				○		5/7/15		4:00:00		5/7/15		11:11:00		7:11:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						海放第4389号		静岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		データ放送設備		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		データ放送送出設備で故障検知、予備系再起動にて復旧		下位全58局		1,362,762世帯 セタイ

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重テレビ ミエ						DTV		親 オヤ		5				○		5/29/15		21:39:49		5/29/15		21:43:29		0:03:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット送り系統でのテストイベント制御確認中に放送中の送出装置に試験データが割り込み映像がフリーズした。				海放第4393号		津放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		ナイターフィラー放送枠であったので放送イベントを切り離し、手動操作で緊急用フィラーを送出し対応する。		プラン海放第4537号。プラン海放第4544号。プラン海放第4726号。海放第4727号。海放第4746号。海放第4788号。海放第4816号。海放第5036号。海放第5087号。海放第5147号。海放第5138号。海放第5234号。海放第5236号。		704,607世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエム豊橋 トヨハシ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/8/15		11:22:00		7/8/15		12:52:00		1:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信機に電源を送るUPS故障のため、電源の供給が停止した				海放第3461号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		UPS		事業者が自ら対応(系切替)		UPSを介さず直接電源を得て復旧。後日UPSを代替え機に交換				81,124世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエムみしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/19/15		7:09:00		8/19/15		8:04:00		0:08:57		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4031号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		ＦＭ変調器		他事業者(電気通信事業者)にて対応		送信所からの返しの音が途絶えたため、事業者との電話やり取りにより対応。演奏所内の遠隔操作スイッチで、送信所内のルートを予備側に切り換えて復旧。主機の修理が完了するまでは代替機で運用（主機の修理は完了）。				58,000世帯		単独 タンドク		復旧までの中断回数は計6回、累計中断時間は8分57秒。故障箇所特定において、演奏所・送信所間の回線の状態確認に時間を要した。（放送中断事故報告書を提出済み）

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 ナカ		6				○		6/24/15		18:13:00		6/25/15		9:54:00		9:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第4984号		奥飛騨温泉郷平湯中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		保護回路解除後、復旧				７３世帯				6/24 24:00-6/25 6:00の間は放送休止期間であった。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエム岡崎						CFM		C親 オヤ		5				○		5/1/15		21:15:00		5/1/15		23:00:00		1:45:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4087号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		デジタル専用線用TA		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		生放送中エアーで異常確認。送信所へ出向き、予備品と交換。（代替機到着の間は送信機にＩＰ系音声を入力し放送復旧）				190,000世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエム岡崎						CFM		C親 オヤ		5				○		5/7/15		15:44:00		5/7/15		16:25:00		0:41:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4087号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		生放送中エアーで異常確認。演奏所・送信所共、TA内蔵型コーデックに交換（代替機到着の間は送信機にＩＰ系音声を入力し放送復旧）				190,000世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム						CFM		C親 オヤ		9				○		9/18/15		2:51:36		9/18/15		2:51:57		0:00:21		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ		落雷により、送信所の伝送装置（コーデック）が焼損				海放第4496号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(その他)		送信所の非常用音源が自動起動し非常用音源を送出。無音検知器の音声で故障検知。職員が現地へ出向し、直ちに予備品と交換。				136037世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		メディアスエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/13/15		21:57:00		8/13/15		22:14:00		0:17:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4751号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		現用送信機（1号機）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置で検知後、遠隔操作で強制的に予備機に切り替えし復旧				約４万世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		メディアスエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/19/15		7:01:00		8/19/15		8:55:00		1:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4751号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		現用送信機（2号機）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置で検知後、送信所に駆けつけ再起動を繰り返し実施して復旧				約４万世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		4				○		4/27/15		7:00:03		4/27/15		7:08:14		0:00:28		その他 ホカ		自然故障 シゼンコショウ		機材不調により音声信号が電波送出装置まで到達せず。無変調状態となった。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ADA機器の電源部分		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		フィラー音声 オンセイ		無 ナシ		82,422世帯				無変調時間：7:00:03～7:00:17、7:08:00～7:08:14 ムヘンチョウジカン

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		6				○		6/20/15		5:00:00		6/20/15		6:03:00		0:03:18		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		5:00以降の番組プログラムが放送システム上に設定されていなかった。無音状態発生。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		フィラー音声 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯				無変調時間：5:00:00～5:00:18、6:00:00～6:03:00 ムヘンチョウジカン

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		7				○		7/1/15		11:23:47		7/1/15		11:23:56		0:00:09		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		ミュージックバードの衛星通信が、悪天候により受信不良となった。無変調状態。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		フィラー音声、ミュージックバードの衛星受信機の再起動により復帰。 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		7				○		7/16/15		23:09:22		7/16/15		23:09:31		0:00:09		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		ミュージックバードの衛星通信が、悪天候により受信不良となった。無変調状態。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		フィラー音声、ミュージックバードの衛星受信機の再起動により復帰。 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		7				○		7/23/15		14:57:20		7/23/15		14:57:42		0:00:22		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		楽曲登録ミスにより、次の曲が流れるまでに無音が生じた。無変調となった。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		フィラー音声 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		8				○		8/6/15		12:00:03		8/6/15		12:00:21		0:00:18		その他 ホカ		ソフトウェア不具合		楽曲を流すパソコンは稼働していたが、BGM音声が流れなかった。無変調状態。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		フィラー音声 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		8				○		8/13/15		4:25:05		8/13/15		4:25:14		0:00:09		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		ミュージックバードの衛星通信が、悪天候により受信不良となった。無変調状態。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		フィラー音声、ミュージックバードの衛星受信機の再起動により復帰。 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク						CFM		C親 オヤ		8				○		8/25/15		20:15:25		8/25/15		20:38:57		0:00:21		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		ミュージックバードの衛星通信が、悪天候により受信不良となった。無変調状態。				海放第4978号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		フィラー音声、ミュージックバードの衛星受信機の再起動により復帰。 オンセイ		無 ナシ		81,474世帯				無変調時間：20:15:25～20:15:35、20:23:20～20:23:22、20:38:48～20:38:57 ムヘンチョウジカン

				東海 トウカイ		重 ジュウ		愛知 アイチ		FMいちのみや						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/15		1:38:58		8/21/15		5:59:33		4:20:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		早朝ディレクターが出勤したところ、録音番組が放送されていなかったため、APSを確認した。画面がブルーバックとなりAPSがフリーズしていた。本来、ＡＰＳの故障により無音となった場合は、メールにより社員へ通報されるが、フリーズしたAPSから発生したノイズ「ビー」といった音が送出されていたことから、音声が放送されていると検知され、無音検知器が作動しなかった。また、APS本体がフリーズしていたため無音対策用バックアップ音源も送出されていなかった。				海放第5460号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		APSを再起動		無 ナシ		62,926世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		エフエム御殿場						CFM		C親 オヤ		9				○		9/18/15		3:11:59		9/18/15		6:46:18		3:34:19		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		６時出社時に事故を検知。ノイズ出力により無音検知器が作動せず、深夜時間帯の発生により発見が遅延。				海放第5501号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約27,000世帯

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		エフエムもりぐち						CFM		C親 オヤ		7				○		7/2/15		11:12:48		7/2/15		11:17:00		0:04:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5690号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		無停電電源装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		当該装置の電源を再起動し通電が再開、下位の装置が起動して放送を再開。				153,538世帯		単独 タンドク		7/3 1:00より、当該装置の点検を実施。　装置の吸気ファンを塞がないための物理的対策を実施。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/21/15		3:33:00		6/21/15		4:00:00		0:27:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ		雷対策用フィルターへの誘電				近放第100162号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知器により事故判明、予備回線へ切替え復旧。 雷対策用フィルターへの誘電が原因と判明し、雷対策用フィルターを取り替える				12,376世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		6				○		6/13/15		4:04:42		6/13/15		7:32:30		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基準信号発生器出力の2分配器の接触不良により、送信機励振部が内部基準信号の運用に自動切替。この自動切替時に、瞬間的に変調波監視装置の品質（誤り率）劣化アラームが点灯。				近放第100894号		大津DG局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所からの遠隔操作で、送信機を予備系に切り替えて品質劣化アラームの発生は無くなった。		プラン近放第101358号。近放第101360号。近放第101621号。近放第101623号。近放第101829号。近放第101831号。近放第101983号。近放第102198号。近放第102212号。近放第102542号。近放第102544号。近放第102581号。近放第102593号。近放第102611号。近放第102683号。		約57万世帯		単独 タンドク		監視装置の品質（BER）劣化アラームが断続的に発生したが、放送波の同録装置での確認では、受信障害は無かった。アラームの発生時間はのべ18秒。

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		日本放送協会						DTV		プ		6				○		6/13/15		4:43:08		6/13/15		14:51:11		0:07:24		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		大津DG・親局のIF-TTL送信機に接続している基準信号発生器出力の2分配器の接触不良により、IF-TTL送信機の同期信号が不安定になり、受信機のIF出力信号も品質劣化し、放送波監視装置の品質（誤り率）劣化アラームが点灯。				近放第101358号		彦根DG局 ヒコネ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地出向し、別の同期信号の系統に接続を変更して回復。		近放第101983号。近放第102198号。近放第102542号。近放第102544号。近放第102581号。近放第102611号。		約21万世帯		単独 タンドク		アラームの発生時間はのべ7分24秒。

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		6				○		6/13/15		4:43:05		6/13/15		14:55:51		0:13:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上局の大津DG・親局のIF-TTL送信機に接続している基準信号発生器出力の2分配器の接触不良により、IF-TTL送信機の同期信号が不安定になり、受信機のIF出力信号も品質劣化し、放送波監視装置の品質（誤り率）劣化アラームが点灯。				近放第101360号		甲賀DG局 コウガ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地出向し、別の同期信号の系統に接続を変更して回復。		近放第101829号。近放第101831号。近放第102683号。		約7万世帯		単独 タンドク		アラームの発生時間はのべ13分30秒。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		7				○		7/2/15		1:12:40		7/2/15		5:33:00		4:20:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信基本部（DG単独部分）の故障、停波検知。				近放第102322号		白浜庄川DG局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地出向し、不良品を交換して停波は回復。				199世帯		共建 トモダテ		深夜時間帯の障害発生のため、現地到着に時間を要した。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/17/15		4:10:30		7/17/15		4:24:00		0:13:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		番組バンク内部の処理プログラムにバグがあったため、映像がフリーズ（但し、番組本編のサイズを縮小しＬ字型スーパーにて文字情報を送出していたがそれらは正常に継続して送出）。				近放第100683号		大阪局 オオサカキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンク		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(バージョンアップ))		手動によりお天気カメラの映像に切り替えお断りスーパーを送出。次枠以降の対応を行った後ニュース映像に切り替え、ＣＭのタイミングで正常送出に戻った。		プラン近放第101415号。プラン近放第101421号。近放第101629号。近放第101424号。近放第101876号。近放第101939号。プラン近放第101509号。プラン近放第101514号。プラン近放第101519号。プラン近放第102350号。近放第101606号。近放第101712号。近放第101524号。近放第101717号。近放第101814号。プラン近放第101527号。プラン近放第101532号。プラン近放第101135号。プラン近放第101139号。プラン近放第101142号。近放		約900万世帯		単独 タンドク		機器製造メーカに修正を依頼し、処理プログラムを改良した。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/29/15		5:14:00		7/29/15		6:22:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第102651号		葛川細川下局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光ケーブル成端部の融着箇所止め用台座の再固定により復旧。		無 ナシ		13世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/29/15		5:14:00		7/29/15		6:22:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		出力低下 シュツリョクテイカ				近放第102652号 ゴウ		葛川細川下局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光ケーブル成端部の融着箇所止め用台座の再固定により復旧。		無 ナシ		13世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/29/15		5:14:00		7/29/15		6:22:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		出力低下 シュツリョクテイカ				近放第102652号 ゴウ		葛川細川下局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		光ケーブル成端部の融着箇所止め用台座の再固定により復旧。		無 ナシ		13世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		7						7/29/15		5:14:00		7/29/15		6:22:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		出力低下 シュツリョクテイカ				近放第102652号 ゴウ		葛川細川下局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光ケーブル成端部の融着箇所止め用台座の再固定により復旧。		無 ナシ		13世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 コホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/29/15		5:14:00		7/29/15		5:32:00		0:16:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		出力低下 シュツリョクテイカ				近放第102652号 ゴウ		葛川細川下局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		光伝送ケーブル		他事業者(他の放送事業者)にて対応		光ケーブル成端部の融着箇所止め用台座の再固定により復旧。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		4				○		4/20/15		17:08:56		4/20/15		17:09:01		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		機器操作設定の誤認識により、切替えたつもりの光回線が現用に設定され、そのまま光回線の工事を行ったため信号が瞬断。				近放第100682号		大阪局。親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		回線切替器		事業者が自ら対応(その他)		自動切替えにより復旧。		近放第101128号。プラン近放第101131号。プラン近放第101140号。プラン近放第101143号。プラン近放第101416号。プラン近放第101419号。近放第101425号。近放第101430号。近放第101433号。近放第101440号。プラン近放第101443号。近放第101473号。近放第101481号。プラン近放第101505号。プラン近放第101510号。プラン近放第101515号。近放第101520号。プラン近放第101528号。プラン近放第101533号。近放第101537号。プラ		約976万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/24/15		11:08:40		7/24/15		11:40:11		0:31:31		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		誤操作				近放第101425号		甲賀局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)		ＯＦＤＭ変調器		他事業者(電気通信事業者)にて対応		放送機を1号系から2号系に切替えて復旧。		近放第101875号。近放第102686号。		約6万世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/28/15		11:24:11		9/28/15		11:57:03		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100682号		大阪局。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		基準信号発生装置を現用から予備に切替えた際に信号不良が発生したが、5秒間で自然復旧。その後、基準信号発生装置に不具合が判明したため、送信機を手動で2号から1号へ切替える際に瞬断。		近放第101481号。近放第101570号。近放第101733号。近放第101807号。近放第101815号。近放第101820号。近放第101825号。近放第101840号。近放第101851号。近放第101855号。近放第101920号。近放第101938号。近放第102177号。近放第102328号。プラン近放第102351号。近放第102379号。近放第102537号。近放第102076号。近放第102116号。近放第102120号。近放第102145号。近放第102160号。近放第102173号		約723万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ		重 ジュウ		大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○		9/28/15		11:24:11		9/28/15		11:57:03		0:32:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		２号送信機で運用中に基準信号発生装置を１号から２号に切り替えたところ、故障（基準信号にジッターが発生）していたため、２号送信機（ジッターを吸収不可）の送信周波数がずれてＳＦＮ破綻が発生した。				近放第100682号		大阪局。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		手動にて１号送信機（ジッターを吸収可能）に切り替えて復旧した。		近放第101128号。プラン近放第101131号。プラン近放第101140号。プラン近放第101143号。プラン近放第101416号。プラン近放第101419号。近放第101425号。近放第101473号。近放第101481号。プラン近放第101510号。近放第101572号。近放第101577号。近放第101607号。近放第101757号。		約16万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		プ		9						9/28/15		14:52:17		9/29/15		15:30:24		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		親局から固定局への送信出力及び品質の低下により放送が中断したが自然復旧するという現象が、28日から29日にかけて複数回発生。導波管の不具合と見られるが、詳細な原因は調査中。				近放第101416号		大津局　他３局（彦根、甲賀、亀岡） ホカキョクヒコネコウガカメオカ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(自然復旧)				近放第101626号。近放第102607号。近放第101977号。近放第102181号。近放第102627号。近放第102643号。近放第102647号。近放第102651号。近放第101875号。近放第102686号。		約27万世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		9				○		9/14/15		13:49:30		9/14/15		13:52:45		0:03:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		入力ミス				近放第100681号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		マスターの自動運行により、次のイベント制御で復旧。		全放送局(142局）		約978万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		5				○		5/3/15		17:39:39		5/3/15		17:39:54		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		交通情報が予定時間より早く終了し、無音事故（フィラー送出）となった。				近放第27号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		次の番組から通常放送に復帰した。		近放第100120号		約1,234万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		ラジオ関西						R		親 オヤ		8				○		8/14/15		1:00:00		8/14/15		1:09:49		0:09:49		その他 ホカ		他の事業者による要因		ネット親局の、番組の切り替えに不具合。				近放第29号		JOCRラジオかんさい				番組送出設備		番組送出設備(その他)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		ネット親局側の手動操作で番組を切り替え、放送を送出。		近放第5627号		10,407,095世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		兵庫エフエム放送						R		中 チュウ		4				○		4/27/15		20:37:42		4/27/15		20:44:03		0:06:21		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第5496号		淡路三原局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応				無 ナシ		20,819世帯		共建 トモダテ

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		4				○		4/4/15		21:48:14		4/4/15		21:51:00		0:02:46		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		無停電電源装置のメンテナンス及び交換		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		5				○		5/19/15		16:53:30		5/19/15		16:53:45		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送中に、担当コメンテーターがＣＭに入ったと思い込み、無音となった。 ナマホウソウチュウタントウハイオモコムオン				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		5				○		5/24/15		21:54:20		5/24/15		21:54:40		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動運行装置への番組登録において、CM送出の部分に誤って無人のスタジオを登
録したため無音状態となった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		5				○		5/27/15		16:00:00		5/27/15		16:00:20		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオ操作卓（ＰＣ）において、音楽再生機（iTune）からのBGM送出タイミングに、リスナーからのメール確認を行ったため、BGM送出が遅れ無音状態となった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		5				○		5/28/15		10:00:00		5/28/15		10:00:20		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音楽再生機の音量設定が小さかったため、番組開始時のBGMが無音状態となった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音量調整により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		6				○		6/6/15		12:00:00		6/6/15		12:00:10		0:00:10		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送、番組担当者が時間を勘違し、１２時丁度に音を出せなかった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		6				○		6/8/15		20:25:40		6/8/15		20:25:48		0:00:08		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		パーソナリティが間違えて、iTuneを終了させてしまい、曲が中断してしまった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		6				○		6/21/15		18:00:00		6/21/15		18:08:26		0:08:26		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		6				○		6/24/15		20:07:55		6/24/15		20:08:00		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送、番組担当者の機械操作ミス（音源ＰＣ）				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		操作確認の徹底		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/6/15		11:34:02		7/6/15		11:34:35		0:00:33		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送中、電話中継に際して、BGMを流して電話連絡を行っているが、BGMのフェーダー操作を行わなかった（音量をゼロ）為、無音になった。中継先と電話応対していた為、気づくのが遅くなった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		操作確認の徹底		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/10/15		7:00:00		7/10/15		7:16:14		0:16:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＡＰＳのインターフェイスのトラブル（音源を認識できなくなっていた）。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		APSをバイパスさせて復旧		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/20/15		13:00:00		7/20/15		13:01:20		0:01:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＶＰＮルーター認識不良により、ＩＰコーデックの接続できなくなっていた。				近放第101883号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備		ＶＰＮルータ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		スタジオを変更して対応。ルーター再起動により復旧した。		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		8				○		8/29/15		13:00:00		8/29/15		13:06:00		0:06:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		音楽送出により対応		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		9				○		9/20/15		8:00:00		9/20/15		8:49:00		0:49:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＡＰＳ不調のため、スタジオ変更がされなかった。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		APSをバイパスさせて復旧		無 ナシ		4万世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		4				○		4/14/15		19:30:29		4/14/15		20:35:28		1:04:59		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第10616号		鉢伏DG　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		落雷により保護回路が動作したSTL受信設備の電源部を再投入して復旧		中放第10623号（倉吉）
中放第11005号（三朝）
中放第11876号（倉吉八幡）、中放第10522号（米子）、中放第10974号（香取）、中放第11019号（佐摩）、中放第11907号（日野）、中放第11965号（米子飯山）、中放第11720号（溝口）、中放第10968号（米子日南）、中放第11007号（中日野）、中放第12013号（下榎）		131,194世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		4						4/14/15		19:30:29		4/14/15		20:35:28		1:04:59		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第10617号		鉢伏DＥ　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		落雷により保護回路が動作したSTL受信設備の電源部を再投入して復旧		中放第10624号（倉吉）
中放第11006号（三朝）
中放第11877号（倉吉八幡）、中放第10523号（米子）、中放第10975号（香取）、中放第11020号（佐摩）、中放第11906号（日野）、中放第11964号（米子飯山）、中放第11721号（溝口）、中放第10969号（米子日南）、中放第11008号（中日野）、中放第12012号（下榎）		131,194世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		日本放送協会						R		中 チュウ		5				○		5/3/15		0:35:15		5/3/15		0:40:00		0:04:45		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第31号		萩R２　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTにて故障部品を交換して復旧				39,389世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ						DTV		親 オヤ		8				○		8/28/15		20:55:00		8/28/15		20:56:30		0:01:30		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用素材（ＶＴＲテープ）を準備しなかった。				中放第10506号		広島デジタルテレビ放送所、親局				番組送出設備		番組送出設備（その他）		HDCAMビデオレコーダー		事業者が自ら対応(その他)		手動操作により対応。		計78局。ＨＴＶ佐東ＤＴＶ、ＨＴＶ呉ＤＴＶ、ＨＴＶ福山ＤＴＶ、ＨＴＶ尾道ＤＴＶ、ＨＴＶ三原ＤＴＶ、ＨＴＶ三次ＤＴＶ、ＨＴＶ可部ＤＴＶ、ＨＴＶ竹原ＤＴＶ、ＨＴＶ西城ＤＴＶ、ＨＴＶ大柿ＤＴＶ、ＨＴＶ因島ＤＴＶ、ＨＴＶ西条ＤＴＶ、ＨＴＶ府中ＤＴＶ、ＨＴＶ大門ＤＴＶ、ＨＴＶ五日市ＤＴＶ、ＨＴＶ大竹ＤＴＶ、ＨＴＶ高陽ＤＴＶ、ＨＴＶ黒瀬ＤＴＶ、ＨＴＶ南加計ＤＴＶ、ＨＴＶ豊栄ＤＴＶ、ＨＴＶ安芸千代田ＤＴＶ、ＨＴＶ庄原ＤＴＶ、ＨＴＶ安芸佐伯ＴＶ、ＨＴＶ白木ＤＴＶ、ＨＴＶ河内ＤＴＶ、ＨＴＶ大朝ＤＴＶ、ＨＴＶ世羅ＤＴＶ、ＨＴ		1,461,950世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		テレビせとうち						DTV		中 チュウ		8				○		8/4/15		5:10:30		8/4/15		5:11:56		0:01:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングで放送波受信レベルが低下して停波した。				中放第11239号		TSC有漢DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				中放第10749号。中放第10799号。中放第10800号。		16,299世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		西日本放送						DTV		親 オヤ		8				○		8/17/15		13:16:36		8/17/15		13:17:39		0:01:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		集中豪雨による降雨減衰				四放4245号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				四放第4653号、中放第10688号、中放第10747号、中放第10766号、中放第10748号、中放第10802号、中放第10801号、中放第10911号、中放第10910号、中放第11064号、中放第11142号、中放第11108号、中放第11114号、中放第11166号、中放第11253号、中放第11226号、中放第11254号、中放第11249号、中放第11346号、中放第11424号、中放第11438号、中放第11518号、中放第11468号、中放第11506号、中放第11519号、中放第116		675,734世帯				STL受信ﾚﾍﾞﾙが低下して変調異常又は停波した（設備そのものの故障ではない）675,734世帯（岡山県全域、香川県の一部）

				四国 シコク				香川 カガワ		西日本放送						DTV		親 オヤ		8						8/17/15		13:16:36		8/17/15		13:17:39		0:01:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		集中豪雨による降雨減衰				四放4245号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				四放第4653号、中放第10688号、中放第10747号、中放第10766号、中放第10748号、中放第10802号、中放第10801号、中放第10911号、中放第10910号、中放第11064号、中放第11142号、中放第11108号、中放第11114号、中放第11166号、中放第11253号、中放第11226号、中放第11254号、中放第11249号、中放第11346号、中放第11424号、中放第11438号、中放第11518号、中放第11468号、中放第11506号、中放第11519号、中放第116		675,734世帯				STL受信ﾚﾍﾞﾙが低下して変調異常又は停波した（設備そのものの故障ではない）675,734世帯（岡山県全域、香川県の一部）

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送 ヤマグチホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/27/15		8:04:00		6/28/15		12:20:00		28:16:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		樹木伐採作業の際、ケーブルが切断された。				中放第11620号		KRY見島宇津DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		送受信所間光ケーブル伝送線		事業者が自ら対応(系切替)		伝送線(複合型伝送線)の予備芯線に振り替えて復旧させた。		無 ナシ		89世帯		共建 トモダテ		沖合い45kmの離島、船便の都合により、現地到着に時間を要した。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		テレビ山口						DTV		中 チュウ		6						6/27/15		8:04:00		6/28/15		12:20:00		28:16:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		樹木伐採作業の際、ケーブルが切断された。				中放第11634号		見島宇津DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		送受信所間光ケーブル伝送線		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、光ファイバーの傷を確認。空き線につなぎ換え復旧。		無 ナシ		89世帯		共建 トモダテ		他事業者の樹木伐採作業時にケーブルを損傷。離島で交通の便が悪く、復旧までに時間を要した。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口朝日放送						DTV		中 チュウ		6						6/27/15		8:04:00		6/28/15		12:20:00		27:47:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		受信所から送信所間の伝送線（光ケーブル）損傷。電力会社の樹木伐採作業による。				中放第11625号		YAB見島宇津DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)		送受信所間光ケーブル伝送線		事業者が自ら対応(その他)		損傷を受けた伝送線（光ケーブル）の芯線を別の芯線に振り替えることにより復旧した。		無 ナシ		89世帯		共建 トモダテ		3:47～4:16の間は放送休止。交通機関として連絡船しかない萩市の離島のため現地への出向および原因特定（伝送ケーブルの損傷）に時間がかかり、原因特定後も工具や部品の調達が翌日になったことから回復に相当の時間を要した。 アイダホウソウキュウシ

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送 ヤマグチホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		7:54:00		8/25/15		12:53:00		4:59:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		上位局設置のマイクロＴＴＬ送信空中線に飛来物が当たり変形及び軸ずれが発生し、受信レベルが低下(台風15号)。				九放第9135号		KRY下関西DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		TTL送信側の空中線		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		空中線の方向調整を実施		無 ナシ		10,232世帯		共建 トモダテ		下関DTVとSFN・エリア重複のため実影響世帯数は、これより少ないと推定。台風15号の悪天候(暴風雨)のため、措置に時間を要した。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口朝日放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		7:54:00		8/25/15		17:52:00		9:58:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		飛来物による空中線損傷及び方向ずれ				九放第9136号		YAB下関西DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		台風15号の通過後、強風が収まるのを待ち、TTL送信アンテナの方向ずれを修復し回復させた。		無 ナシ		10,232世帯		共建 トモダテ		鉄塔での作業のため台風15号通過後、危険を避けるため強風が収まるのを待ち作業に取り掛かったため回復に時間がかかった。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		6				○		6/6/15		0:41:31		6/6/15		0:43:31		0:02:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組運行システムの運行イベント作成ミス				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				ＢＳＳ松江ＤＴＶ、ＢＳＳ大田ＤＴＶ、ＢＳＳ仁摩ＤＴＶ、ＢＳＳ江津ＤＴＶ、ＢＳＳ浜田ＤＴＶ、ＢＳＳ益田ＤＴＶ、ＢＳＳ大社ＤＴＶ、ＢＳＳ木次ＤＴＶ、ＢＳＳ桜江ＤＴＶ、ＢＳＳ川本ＤＴＶ、ＢＳＳ石見ＤＴＶ、ＢＳＳ西ノ島ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷中村ＤＴＶ、ＢＳＳ石見大和ＤＴＶ、ＢＳＳ瑞穂ＤＴＶ、ＢＳＳ柿木ＤＴＶ、ＢＳＳ六日市ＤＴＶ、ＢＳＳ七日市ＤＴＶ、ＢＳＳ津和野ＤＴＶ、ＢＳＳ山代ＤＴＶ、ＢＳＳ宍道湖ＤＴＶ、ＢＳＳ広瀬ＤＴＶ、ＢＳＳ来島ＤＴＶ、ＢＳＳ邑智ＤＴＶ、ＢＳＳ益田乙吉ＤＴＶ、ＢＳＳ仁多ＤＴＶ、Ｂ		420,638世帯				以降のイベントは正常であり復旧

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		エフエム山陰						FM		中 チュウ		8				○		8/25/15		16:18:45		8/25/15		17:25:41		1:06:56		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源100Vが50Vに低下、インバータが起動しなかった				中放第4144号		用瀬中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて故障検知、委託事業者が現地に出向し復旧		中放第4145号		約9.440世帯

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		エフエムいずも						CFM		C親 オヤ		5				○		5/16/15		13:05:05		5/16/15		13:12:05		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第10419号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		13時06分ごろ、職員が停波を確認。措置に向かうが12分に停波解消。16時14分ごろ中国電力より、停電発生と復旧の報告を受ける。		無 ナシ		56,061世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		エフエムいずも						CFM		C親 オヤ		7				○		7/13/15		5:34:56		7/13/15		7:27:10		1:52:14		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第10419号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		５時02分ごろ、中国電力より停電発生の連絡。演奏所に向かうが５時34分に停波。６時05分、送電を行ったとの連絡を受けるが停波が解消しないため、11分中国電力に連絡。確認の結果、送信所近くの電線が断線していることが22分に判明。放送再開準備の対応を指示。７時26分中国電力より、停電発生と復旧の報告を受ける。		無 ナシ		56,061世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		5				○		5/26/15		15:17:54		5/26/15		15:19:14		0:01:04		その他 ホカ		他の事業者による要因		ミュージックバード側の人為的ミスで無変調となる。				中放第10424号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)										15:17:54～15:18:12、15:18:28～15:19:14の2回発生（計64秒) カイハッセイケイビョウ

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		8				○		8/25/15		17:14:31		8/25/15		17:22:44		0:08:13		停電 テイデン		強風 キョウフウ		台風15号の影響による送電線の断線（送信所の停電）				中放第10424号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧)		予備電源（UPS）に自動切換え。さらに発電機を準備中に停波。8分後電力復旧した。

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		ぷらざFM						CFM		C親 オヤ		7				○		7/21/15		5:51:00		7/21/15		8:17:00		2:26:00		停電 テイデン		強風 キョウフウ		強風による高圧線の断線で送信所が停電				中放第10430号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		商用電源停電後、蓄電池の枯渇により停電し停波。発電機による非常電源に切り替え放送再開。				42,630世帯

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムはつかいち						CFM		C親 オヤ		4				○		4/18/15		9:00:00		4/18/15		9:25:00		0:25:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		コーディックの電源が誤って断となっていた				中放第10807号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)		コーディック(演奏所)		事業者が自ら対応(その他)		コーディックの電源を入にして回復				61,772世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		親 オヤ		4				○		4/22/15		0:06:15		4/22/15		0:08:15		0:02:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		VTR素材スタンバイミス ソザイ				四放第4229号		EBC松山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		VTR		事業者が自ら対応(その他)		「カラーバー」送出後スタンバイミスに気づき、「チョイ待ち」画面に切替えた。		全３９局		548,000世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		中 チュウ		6				○		6/22/15		16:40:00		6/22/15		18:48:00		2:08:00		停電 テイデン		停電 テイデン		電力会社トランスの２次側が断線				四放第4723号		EBC宮窪DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		参した携帯発電機で給電し放送を復旧させた。その後電力会社に連絡し、２０時３５分に商用電源が復旧した。		無 ナシ		887世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛						FM		親 オヤ		7				○		7/20/15		13:31:00		7/20/15		13:31:23		0:00:23		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送運行担当者の人為的ミス。番組の送出が「スタジオ１」に変更となったが、放送運行担当者がAPSの放送運行データの変更を失念したため、｢スタジオ１」に切り替わらず、番組冒頭の部分が無変調となった。				四放第1226号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し､自動的にBGMを送出。その後、APSの切替を手動にて実施。		四放代239号。四放第1240号。四放第1241号。四放第2501号。四放第3212号。四放第4147号。四放第4157号。四放第5081号。		556,489世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		9				○		9/9/15		21:40:28		9/10/15		1:06:47		3:26:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		松浦～松浦鷹島間ＴＴＬ受信装置の故障				九放第10905号		NHK松浦鷹島DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		ＴＴＬ受信装置		事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し修理して復旧		なし		255世帯		共建 トモダテ		DE、DNBC、DKTNと共建。11:27:55～11:28:02、11:28:04～11:28:05の2回発生。 カイハッセイ

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		6				○		6/11/15		11:27:55		6/11/15		11:28:05		0:00:08		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8857号		NHK熊本DG　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				南阿蘇DG、清和DG、矢部DG、三加和DG、菊水DG、蘇陽DG、二瀬本DG、砥用DG、三角DG、大矢野北DG、大矢野南DG、立田山DG、熊本託麻DG、鹿北DG、泉DG、小川海東DG、松島教良木DG、熊本春日DG、熊本西DG、大矢野湯島DG、南関DG、小島DG、本渡本町DG、本渡下河内DG、松尾西DG		1,004,254世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		6				○		6/11/15		11:27:55		6/11/15		11:27:56		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8858号		NHK熊本DE　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)				南阿蘇DE、清和DE、矢部DE、三加和DE、菊水DE、蘇陽DE、二瀬本DE、砥用DE、三角DE、大矢野北DE、大矢野南DE、立田山DE、熊本託麻DE、鹿北DE、泉DE、小川海東DE、松島教良木DE、熊本春日DE、熊本西DE、大矢野湯島DE、南関DE、小島DE、本渡本町DE、本渡下河内DE、松尾西DE		1,004,254世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源の停電、バッテリー放電終止で停波				九放第10829号		NHK御所浦嵐口DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		304世帯		共建 トモダテ		DE、DRKK、DTKU、DKKT、DKABと共建。悪天候の為に船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源の停電、バッテリー放電終止で停波				九放第10831号		NHK御所浦嵐口DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		304世帯		共建 トモダテ		DG、DRKK、DTKU、DKKT、DKABと共建。悪天候の為に船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１５号による商用電源の長時間停電により、バッテリーが放電終止し停波。				九放第10804号		RKK御所浦嵐口DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		304世帯		共建 トモダテ		ＮＨＫ・民放共建。悪天候の為に、船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源の停電、バッテリー放電終止で停波				九放第10820号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		309世帯		共建 トモダテ		ＮＨＫ・民放共建。悪天候の為に、船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源の停電、バッテリー放電終止で停波				九放第10808号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		309世帯		共建 トモダテ		ＮＨＫ・民放共建。悪天候の為に、船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:32:20		8/25/15		15:55:46		4:23:26		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源の停電、バッテリー放電終止で停波				九放第10809号		御所浦嵐口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		可搬型発電機にて救済、
その後商用電源回復		無 ナシ		309世帯		共建 トモダテ		ＮＨＫ・民放共建。悪天候の為に、船舶での現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8				○		8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電中に非常用発電装置故障				九第100011号		NHK鶴掛山FX				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		可搬型発電機を持参し出向したが、受電復旧により回復		人吉DG、水俣DG、水上DG、牛深DG、牛深魚貫DG、牛深茂串DG、牛深内の原DG、牛深須口DG、牛深真浦DG、新和DG、河浦DG、崎津DG、栖本DG、津奈木DG、樋島DG、牛深浅海DG、牛深深海DG、牛深山の浦DG、水俣西DG、津奈木赤崎DG、水俣東DG、松合DG、倉岳DG、御所浦DG、宮田DG、御所浦嵐口DG、湯浦DG、芦北DG		81,775世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8						8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電中に非常用発電装置故障				九第100011号		NHK鶴掛山FX				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		可搬型発電機を持参し出向したが、受電復旧により回復		人吉DE、水俣DE、水上DE、牛深DE、牛深魚貫DE、牛深茂串DE、牛深内の原DE、牛深須口DE、牛深真浦DE、新和DE、河浦DE、崎津DE、栖本DE、津奈木DE、樋島DE、牛深浅海DE、牛深深海DE、牛深山の浦DE、水俣西DE、津奈木赤崎DE、水俣東DE、松合DE、倉岳DE、御所浦DE、宮田DE、御所浦嵐口DE、湯浦DE、芦北DE		81,775世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8						8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による上位局(鶴掛山ＦＸ)停電中に上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置故障				九放第8989号		NHK人吉DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		上位局(鶴掛山ＦＸ)受電復旧により回復。上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置の不良部品を交換し修理完了。		九放第10343号(水上DG)		31,011世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8						8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による上位局(鶴掛山ＦＸ)停電中に上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置故障				九放第8990号		NHK人吉DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		上位局(鶴掛山ＦＸ)受電復旧により回復。上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置の不良部品を交換し修理完了。		九放第10344号(水上DE)		31,011世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8						8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による上位局(鶴掛山ＦＸ)停電中に上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置故障				九放第8991号		NHK水俣DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		上位局(鶴掛山ＦＸ)受電復旧により回復。上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置の不良部品を交換し修理完了。		牛深DG、牛深魚貫DG、牛深茂串DG、牛深内の原DG、牛深須口DG、牛深真浦DG、津奈木DG、樋島DG、牛深浅海DG、牛深深海DG、牛深山の浦DG、水俣西DG、津奈木赤崎DG、水俣東DG、松合DG		42,606世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		プ		8						8/26/15		18:40:50		8/26/15		19:50:53		1:10:03		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による上位局(鶴掛山ＦＸ)停電中に上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置故障				九放第8992号		NHK水俣DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		上位局(鶴掛山ＦＸ)受電復旧により回復。上位局(鶴掛山ＦＸ)非常用発電装置の不良部品を交換し修理完了。		牛深DE、牛深魚貫DE、牛深茂串DE、牛深内の原DE、牛深須口DE、牛深真浦DE、津奈木DE、樋島DE、牛深浅海DE、牛深深海DE、牛深山の浦DE、水俣西DE、津奈木赤崎DE、水俣東DE、松合DE		42,606世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		熊本 クマモト		日本放送協会						R		プ		8				○		8/25/15		6:00:00		8/25/15		6:43:40		0:43:40		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による商用電源地絡に伴う受配電設備故障				九放第26号		NHK熊本R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		緊急出向により手動切替を行い回復		無 ナシ		3,146,577世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		4				○		4/24/15		15:07:41		4/24/15		17:05:36		1:57:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11015号		NHK武蔵DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受信変換装置の故障部分を修復して回復		無 ナシ		938世帯		共建 トモダテ		OBS、TOSと共建。共建局ですが故障個所がＤＥ受信変換部だったことから、停波はＮＨＫＤＥのみ。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10695号		NHK手打DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源回復で復帰。 フッキ		無 ナシ		393世帯		共建 トモダテ		DEと共建。（受信はDMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10696号		NHK手打DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源回復で復帰。 フッキ		無 ナシ		393世帯		共建 トモダテ		DGと共建。（受信はDMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10692号		ＭＢＣ手打ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		受電回復により復旧		無 ナシ		456世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DKTS,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10689号		ＫＴＳ手打ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		受電回復により復旧		無 ナシ		456世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー放電終止				九放第10681号		手打局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		受電回復により復旧		無 ナシ		456世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		8:31:16		8/25/15		11:34:59		3:03:43		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による九州電力の停電後、バッテリー放電終止で停波。				九放第10678号		ＫＹＴ手打ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		受電回復により復旧対応完了。		無 ナシ		456世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第11233号		NHK羽島DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		708世帯		共建 トモダテ		DE、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第11232号		NHK羽島DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		708世帯		共建 トモダテ		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第11229号		ＭＢＣ羽島ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		751世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DKTS,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第11228号		ＫＴＳ羽島ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		751世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー放電終止				九放第11230号		羽島局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		751世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		10:12:37		8/25/15		12:00:00		1:47:23		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による九州電力の停電後、バッテリー放電終止で停波。				九放第11231号		ＫＹＴ羽島ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機により救済。その後、受電回復により復旧対応完了。		無 ナシ		751世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10169号		NHK長島浜漉DG　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		76世帯		共建 トモダテ		DE、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。（受信はDEと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10171号		NHK長島浜漉DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		76世帯		共建 トモダテ		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。（受信はDGと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10160号		ＭＢＣ長島浜漉ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		81世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DKTS,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10148号		ＫＴＳ長島浜漉ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		81世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー放電終止				九放第10135号		長島浜漉局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		81世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		11:26:24		8/25/15		15:48:38		4:22:14		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による九州電力の停電後、バッテリー放電終止で停波。				九放第10141号		ＫＹＴ長島浜漉ＤＴＶ　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機により救済。その後、受電回復により復旧対応完了。		無 ナシ		81世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10172号		NHK長島小浜DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		147世帯		共建 トモダテ		DE、DKKBと共建。（受信はDMBC、DKTS、DKYTと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による停電後、バッテリー放電終止で停波				九放第10174号		NHK長島小浜DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		可搬型発電機にて救済、その後商用電源回復		無 ナシ		147世帯		共建 トモダテ		DG、DKKBと共建。（受信はDMBC、DKTS、DKYTと共用）

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10161号		ＭＢＣ長島小浜ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		159世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DKTS,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第10147号		ＫＴＳ長島小浜ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		159世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKKB,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン		バッテリー放電終止				九放第10136号		長島小浜局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		携帯発電機により回復		無 ナシ		159世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		8						8/25/15		13:07:25		8/25/15		15:10:21		2:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号による九州電力の停電後、バッテリー放電終止で停波。				九放第10140号		ＫＹＴ長島小浜ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯発電機により救済。その後、受電回復により復旧対応完了。		無 ナシ		159世帯		共建 トモダテ		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送						DTV		中 チュウ		7				○		7/15/15		18:27:07		7/15/15		20:09:55		1:42:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10547号		飯塚高雄局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。緊急出向により対応。		無 ナシ		1,015世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ　						DTV		親 オヤ		9				○		9/1/15		21:38:12		9/1/15		21:38:45		0:00:33		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組延長（バレーボールワールドカップ）により本来CMを送出すべき枠でCMが送出されず、対応処理操作が出来ずにグレー映像を33秒間送出。				九放第8888号		ＳＴＳ佐賀ＤＴＶ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		営放端末設備		事業者が自ら対応(その他)		操作端末ＰＣロック解除により正常復帰		九放第10785号九放第8959号。九放第8919号。九放第9103号。九放第9433号。九放第9102号。九放第9303号。九放第9976号。九放第9302号。九放第9796号。九放第11094号。九放第10308号。九放第9431号。九放第10673号。九放第9622号。九放第10995号。九放第9861号。九放第9991号。九放第11004号。九放第10301号。九放第10674号。九放第9015号		679,529世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎文化放送						DTV		親 オヤ		8				○		8/7/15		11:04:55		8/7/15		11:06:15		0:01:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8881号		ＮＣＣ長崎ＤＴＶ 親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		予備系に手動で切り替え復旧
送信機２号⇒１号へ手動切替え。切替え後、送信機２号機の障害箇所を特定し、保守を行い動作試験を行い正常な動作を確認した。		プラン諫早 九放第9062号。プラン福江 九放第9521号。有川 九放第8958号。東長崎 九放第9650号。長与 九放第9739号。長崎北 九放第10333号。矢上 九放第9651号。飯盛 九放第9652号。長崎西山 九放第10335号。戸町 九放第10661号。長崎南 九放第10667号。蚊焼 九放第10732号。奈摩 九放第10155号。三井楽 九放第10259号。富江 九放第10877号。野母崎 九放第10043号。外海 九放第10492号。奈良尾 九放第10793号。雲仙 九放第9835号。長崎		約53万世帯		共建 トモダテ		親局停波により、RF受信局のみ停波の影響

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本放送						R		親 オヤ		8				○		8/25/15		5:27:20		8/25/15		6:31:09		2:06:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		商用電源２系統ともに、台風により停電し、非常用発電機により給電していたが、発電機故障（過電流検知回路の誤動作）により電源喪失し停波。				九放第40号		ＲＫＫ熊本Ｒ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機		事業者が自ら対応(その他)		技術部員が現場に出向し、復旧措置を行う。		無 ナシ		952,387世帯				5：27：20～6:31:09まで断続的に停波発生1:03:49（59:40）

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本放送						R		親 オヤ		8						8/25/15		18:47:11		8/25/15		22:33:30		1:06:38		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		台風による停電の為、非常用発電機による給電を行っていたが、発電機故障（過電流検知回路の誤動作）により電源喪失し停波。				九放第40号		ＲＫＫ熊本Ｒ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機		事業者が自ら対応(その他)		技術部員が現場に出向し、復旧措置を行う。リースの発電機を手配し切り替えて復電まで対応。		無 ナシ		952,387世帯				停波時間 1:06:38

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエム熊本						FM		中 チュウ		8				○		8/26/15		7:32:00		8/26/15		20:46:00		13:14:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風15号来襲により大規模な停電発生。電力会社からの給電ストップ及び無停電装置からのバッテリ給電終了により停波。				九放第8506号		五木FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		小型発電機を持ち込み送信装置へ直接給電再開・復旧				561世帯		共建 トモダテ		長時間停電で無停電装置バッテリ給電が終了し停波。強風で倒木多数。麓から徒歩で臨局したため復旧遅延

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		長崎 ナガサキ		ＦＭさせぼ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/15		18:50:00		8/22/15		2:10:00		7:20:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		演奏所付近で、第三者による樹木伐採（推測）により、放送専用線の光ケーブルが断線した。				九放第9054号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		局内エアモニター及びQTNet社側アラームにて検知。断線していた光ケーブルを張り替え再接続し復旧。		無 ナシ		約10万世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		FMおおむら						CFM		C親 オヤ		6				○		6/6/15		10:02:00		6/6/15		10:10:00		0:08:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送信所定期点検中誤って、UPSの供給側の電源に掃除機のコンセントを差した。				九放第10293号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		掃除機のコンセントを抜き、速やかに現状に復帰させた。		無 ナシ		約3万世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本FM						CFM		C親 オヤ		7				○		7/26/15		14:50:08		7/26/15		15:29:07		0:38:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		金峰山送信所へ本社演奏所から番組伝送する光回線の本社側CODEC故障の為、放送波の音声断となった				九放第7353号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（光端局装置）				事業者が自ら対応(系切替)		本社側でリモートで予備回線を接続し、送信所に急行し、手動で予備回線に切り替え回復。		無 ナシ		298,060世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		熊本 クマモト		熊本FM						CFM		C親 オヤ		8				○		8/25/15		6:59:00		8/25/15		11:52:00		4:53:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風１５号により送信所の商用電源長時間停電、予備電源バッテリー消費の為、放送断となる。				九放第7353号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		携帯用自家発電機を、送信所への道路倒木の為、一部徒歩にて持参し、電源供給して回復		無 ナシ		298,060世帯		単独 タンドク		倒木等の影響で車での搬送が出来なくなり、人力での搬送になり多くの時間を要してしまった。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		かごしまエフエム７８６						CFM		C親 オヤ		6				○		6/20/15		6:03:38		6/20/15		7:18:00		1:14:22		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		音楽再生装置の不良				九放第11215号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		取り急ぎ別系統に切換、障害から回復。原因究明まで当該音楽再生装置を使用しないこととした。		九放第11366号		約217,000世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		かごしまエフエム７８６						CFM		C親 オヤ		6				○		6/21/15		22:00:03		6/21/15		22:29:00		0:28:57		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組プログラム転送の転送ミス				九放第11215号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		取り急ぎ別系統に切換、障害から回復。改めて正しい番組送出情報を転送し確認した後、通常系統に切替えた。		九放第11366号		約217,000世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会						R		中 チュウ		9				○		9/28/15		16:35:00		9/29/15		12:20:00		13:25:05		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		台風21号によりNTT放送配信回線が切断されて無音になる。				沖放第 527号		与那国R2				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(電気通信事業者)にて対応		切断された放送配信回線を応急復旧して回復。応急措置として携帯電話回線回復後にバックアップ実施。				713世帯 セタイ				放送休止時間：　9/28 23:40:00～9/29 05:59:55

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		プ		8				○		8/6/15		3:27:00		8/6/15		8:02:00		4:06:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		沖縄本島～宮古間のNTT海底光ケーブル設備に不具合が生じ、放送信号が伝送できず停波。				沖放第622号		RBC平良DTV。プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT海底光ケーブル		事業者が自ら対応(系切替)		別の海底光ケーブルへ切替て復旧		沖放第624号(多良間DTV)。沖放第631号(石垣DTV)。沖放第632号(川平DTV)。沖放第637号(祖納DTV)。沖放第638号(与那国DTV)。沖放第642号(内道DTV)。		44685世帯		共建 トモダテ		3:57～4:26は通常休止

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		プ		8						8/6/15		3:27:00		8/6/15		8:02:00		4:14:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		沖縄本島～宮古島間のNTT海底光ケーブル断線により、放送信号の伝送ができず放送停止。				沖放第629号		OTV平良DTV　プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT海底光ケーブル		事業者が自ら対応(系切替)		別系統の海底光ケーブルに切り替えて復旧		沖放第627号（OTV多良間DTV）、沖放第628号（OTV石垣DTV(プラン局））、沖放第634号（OTV川平DTV(プラン局））、沖放第635号（OTV祖納DTV）、沖放第640号（OTV与那国DTV）、沖放第643号（OTV内道DTV）　　　　　 　		21,196世帯		共建 トモダテ		3:59～4:20は放送休止

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		プ		8						8/6/15		3:27:00		8/6/15		8:02:00		4:13:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		沖縄本島～宮古間のNTT海底光ケーブル設備に不具合が生じ、放送信号が伝送できず停波。				沖放第621号		QAB平良DTV。プラン局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		NTT海底光ケーブル		事業者が自ら対応(系切替)		別系統の海底光ケーブルに切り替えて復旧		沖放第623号(多良間DTV)。沖放第630号(石垣DTV)。沖放第633号(川平DTV)。沖放第636号(祖納DTV)。沖放第639号(与那国DTV)。沖放第641号(内道DTV)。		44685世帯		共建 トモダテ		3:47～4:09は通常休止

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						R		中 チュウ		8				○		8/25/15		0:10:52		8/25/15		16:47:00		16:36:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		台風により停電発生。発電機にて運用していたが、Vベルトに不具合が生じ、発電機停止により停波。				沖放第528号		RBC石垣ラジオ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		現地にて不具合箇所の部品交換を実施し、発電機が再稼働し復旧		沖放第529号(祖納R)。沖放第530号(与那国R)。		21591世帯		共建 トモダテ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ラジオ沖縄						R		中 チュウ		8						8/25/15		0:10:52		8/25/15		16:47:00		16:36:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		台風により停電発生。発電機にて運用していたが、Vベルトに不具合が生じ、発電機停止により停波。				沖放第531号		石垣Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電設備		他事業者(電気事業者)にて対応		専門業者と共に現地に出向し、冷却水ポンプを駆動しているＶベルトを交換。		沖放第532号（祖納Ｒ）、沖放第533号（与那国Ｒ）		20,524世帯		共建 トモダテ		離島遠隔地のため、現地出向が遅延した。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						R		中 チュウ		8						8/25/15		20:15:45		8/26/15		4:37:05		8:21:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		台風により停電発生。発電機にて運用していたが、吸気口に不具合が生じ、発電機停止により停波。				沖放第528号		RBC石垣ラジオ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用復電により復旧		沖放第529号(祖納R)。沖放第530号(与那国R)。		21591世帯		共建 トモダテ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ラジオ沖縄						R		中 チュウ		8						8/25/15		20:15:45		8/26/15		4:37:05		8:21:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		吸気ダンパー膠着				沖放第531号		石垣Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電設備		事業者が自ら対応(自然復旧)		商用が復電し、放送は復旧。発電設備の吸気ダンパーを取り外し、吸気を確保した。		沖放第532号（祖納Ｒ）、沖放第533号（与那国Ｒ）		20,524世帯		共建 トモダテ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMよみたん						CFM		C親 オヤ		7				○		7/10/15		1:43:00		7/10/15		1:45:00		0:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害						沖放第598号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		即、予備送信所に切り替え放送		無 ナシ		約26,000世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/12/15		0:32:00		5/12/15		0:40:00		0:08:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風影響にて停電発生、自家発電機に切り替わり作動していたが、故障した。				沖放第524号		エフエムみやこ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		自家発電機		事業者が自ら対応(その他)		予備の発電機を搬入作動させ切り替えた。				約2万世帯		単独 タンドク		ＵＰＳの電力供給可能時間は約２０分であるが、予備の発電機の搬入切替に時間を要したため約８分間の亭波となった。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/13/15		18:20:00		5/13/15		18:21:10		0:01:10		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						沖放第524号		エフエムみやこ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧				約2万世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/4/15		9:58:30		6/4/15		9:59:00		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						沖放第524号		エフエムみやこ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧				約2万世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMいしがき						CFM		C親 オヤ		7				○		7/27/15		16:15:00		7/27/15		16:45:00		0:30:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						沖放第575号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		他事業者(他の放送事業者)にて対応		モニター中故障検知。現地出向し、予備機と交換。				約20,000世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMいしがき						CFM		C親 オヤ		8				○		8/7/15		13:25:00		8/7/15		13:45:00		0:20:00		回線障害 カイセンショウガイ		強風 キョウフウ		台風 タイフウ				沖放第575号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		モニター中故障検知。中継局へ移動し局内より放送再開。翌日NTTケーブル復旧。				約20,000世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMいしがき						CFM		C親 オヤ		8				○		8/20/15		10:40:00		8/20/15		10:58:00		0:18:00		停電 テイデン		他の事業者による要因						沖放第575号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		モニター中検知。コーデックへパソコンを繋ぎ、再接続し放送再開。				約20,000世帯		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMいしがき						CFM		C親 オヤ		9				○		9/28/15		4:50:00		9/28/15		5:15:00		0:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風 タイフウ				沖放第575号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		モニター中検知。コーデックへパソコンを繋ぎ、再接続し放送再開。				約20,000世帯		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						BS朝日 アサヒ						幹 ミキ				1				○		1/9/16		19:16:31		1/9/16		19:16:41		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組バンクエンコーダ		事業者が自ら対応(系切替)		障害発生後、系切替を実施し代替基板に入替え。

				本省 ホンショウ						BS-TBS						幹 ミキ				10				○		10/24/15		20:36:35		10/24/15		20:38:36		0:02:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		基準信号発生装置の系統切り替え装置（チェンジオーバー装置）の故障によって、映像、音声の乱れが生じた。										番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		故障該当装置を経由しない系統に切り替えた。

				本省 ホンショウ						囲碁将棋チャンネル						幹 ミキ				2				○		2/25/16		17:00:00		2/25/16		18:00:00		1:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		視聴制限（4才以上）が掛かる設定になっていた。										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)

				本省 ホンショウ						AXNエンタテインメント						幹 ミキ				3				○		3/26/16		19:12:22		3/26/16		19:12:23		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他)		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		ECM制御装置に起因する放送障害が予見されたため、ECM制御装置を予備系統へ切替え。								切替え時に映像・音声に障害が発生した可能性有り。#311 ＡＸＮ 海外ドラマ

				本省 ホンショウ						ビーエスＦＯＸ						幹 ミキ				3						3/26/16		19:12:22		3/26/16		19:12:23		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						CS第４号						番組送出設備		番組送出設備(その他)		ECM制御装置		事業者が自ら対応(系切替)		ECM制御装置に起因する放送障害が予見されたため、ECM制御装置を予備系統へ切替え。								#343 ナショナル ジオグラフィック チャンネル

				本省 ホンショウ						GAORA						幹 ミキ				1				○		1/2/16		22:01:04		1/2/16		22:01:18		0:00:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(系切替)		オートチェンジにより予備系に切り替わり一次復旧								後日、不具合箇所を特定し当該装置の修理処置および入れ替えを行い3/9に作業完了。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						幹 ミキ				2				○		2/19/16		13:25:31		2/19/16		13:44:32		0:19:01		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		本来「第２話『虚構の愛』（後半部/ロール２）」を放送すべきところ、第１話『家族の絆』（後半部/ロール２）を誤って放送。										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										番組名：クリミナル・マインド シーズン７ キャッチアップ 第２話（二カ国語版）

				本省 ホンショウ						スカイ・エー						幹 ミキ				10				○		10/6/15		15:40:00		10/6/15		15:51:17		0:11:17		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		テスト用放送運行データ作成ミスによる番組素材誤送出										番組送出設備		番組送出設備(その他)		プレイアウト設備		事業者が自ら対応(その他)		テスト用放送運行データを消去し、正常な運行データに復帰して復旧								#250 スカイ・A　sports

				本省 ホンショウ						スカパー・エンターテイメント						幹 ミキ				10				○		10/19/15		11:34:42		10/19/15		11:34:43		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		その他		一過性の信号異常（原因不明）										中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		11:34:42 映像、音声の乱れを認知。11:34:43 自然復旧。								#241（BSスカパー！）

				本省 ホンショウ						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 ミキ				1				○		1/16/16		19:13:08		1/16/16		19:13:28		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送運行データに間違いがあった送出系統に放送を切り替えてしまった。				CS第175号						番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		正常なデータが適用されている系統へ放送を切り替えることで復旧。								事前に検知した放送運行データの間違いを修正し、現用で運行している送出系統に修正変更を適用したにも関わらず、オペレーターのシフト間での引き継ぎができておらず、当該データ修正箇所の放送時間に際して現用と予備系の放送内容に不一致が生じた為に、誤ってオペレータが間違った内容の系統に切り替えてしまった。書面、口頭による引き継ぎのプロセスを徹底することによって、再発防止を図る。

				本省 ホンショウ						ブロードキャスト・サテライト・ディズニー						幹 ミキ				3				○		3/8/16		17:38:43		3/8/16		17:38:50		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		放送運行データが番組自動送出装置上から突然消失した。				BS第90号						番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		送出を予備系へ切り替えることで復旧。								製造元へ調査依頼をしているが、未だ原因が特定されていない。但し、その後の再発は無し。再発した場合の対策として、現用系放送進行データ消失時に自動でも予備系に切り替わる様にシステムを改修した。

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 ミキ				10				○		10/2/15		5:17:51		10/2/15		5:19:21		0:01:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				本省 ホンショウ						スカパー・JSAT						幹 ミキ				10				○		10/2/15		5:17:51		10/2/15		5:19:21		0:01:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雨強度が弱くなるまで待機								全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				5				○		5/12/15		21:58:04		5/12/15		22:39:17		0:01:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：21:58:04～21:58:13、22:00:35～22:01:31、22:38:30～22:39:17 ホウソウテイシジカン

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				6				○		6/17/15		9:45:29		6/17/15		9:54:38		0:09:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○		7/16/15		23:08:25		7/16/15		23:09:55		0:01:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/17/15		14:00:00		8/17/15		14:13:36		0:13:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/1/15		17:25:52		9/1/15		17:28:18		0:02:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/6/15		20:17:44		9/6/15		20:47:11		0:00:34		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：20:17:44～20:18:05、20:46:58～20:47:11 ホウソウテイシジカン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/9/15		12:43:23		9/9/15		14:41:27		0:13:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：12:43:23～12:43:48、14:00:09～14:00:33、14:29:06～14:41:27 ホウソウテイシジカン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/18/15		4:05:22		9/18/15		4:21:37		0:06:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：4:05:22～4:06:19、4:16:31～4:21:37 ホウソウテイシジカン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				10				○		10/2/15		5:06:30		10/2/15		5:20:45		0:12:51		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：5:06:30～5:08:05、5:09:29～5:20:45 ホウソウテイシジカン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				2				○		2/14/16		10:38:36		2/14/16		10:44:03		0:02:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ										地球局設備		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										全チャンネル、放送停止時間：10:38:36～10:38:51、10:42:03～10:44:03 ホウソウテイシジカン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生				北放第4460号		抜海DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		26世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生				北放第4461号		抜海DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		26世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生。				北放第4757号		抜海DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		35世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生。				北放第4758号		抜海DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		35世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生。				北放第4759号		抜海DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		35世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生。				北放第4760号		抜海DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		35世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		10						10/2/15		14:04:54		10/2/15		15:42:27		1:37:33		停電 テイデン		停電 テイデン		停電時の電源ショックにより電源インバータの故障が発生。				北放第5039号		抜海DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)				なし		35世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/8/15		18:18:41		10/8/15		18:18:51		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4284号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		10						10/8/15		18:18:41		10/8/15		18:18:51		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		10						10/8/15		18:18:41		10/8/15		18:18:51		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4286号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		10						10/8/15		18:18:41		10/8/15		18:18:51		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4287号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		10						10/8/15		18:18:41		10/8/15		18:18:51		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4290号		北檜山DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,971世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/11/15		18:45:31		10/11/15		18:45:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4358号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		10						10/11/15		18:45:31		10/11/15		18:45:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4362号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		10						10/11/15		18:45:31		10/11/15		18:45:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4360号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		10						10/11/15		18:45:31		10/11/15		18:45:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4361号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		10						10/11/15		18:45:31		10/11/15		18:45:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4362号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/24/15		22:36:54		10/24/15		22:37:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4358号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		10						10/24/15		22:36:54		10/24/15		22:37:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4362号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		10						10/24/15		22:36:54		10/24/15		22:37:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4360号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		10						10/24/15		22:36:54		10/24/15		22:37:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4361号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		10						10/24/15		22:36:54		10/24/15		22:37:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第4362号		羽幌DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧。		なし		4,824世帯		共建 トモダテ		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		親 オヤ		12				○		12/15/15		8:44:14		12/15/15		8:44:16		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		変調器で異常が発生し停波。				北放第3688号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		放送機自動切替により復旧。		北放第3688号、北放第3847号、北放第3834号、北放第4165号、北放第3835号、北放第3928号、北放第4386号、北放第4039号、北放第4140号、北放第3810号、北放第4121号、北放第4291号、北放第4080号、北放第4531号、北放第4092号、北放第4491号、北放第4265号、北放第3949号、北放第3900号、北放第3934号、北放第4645号、北放第4049号、北放第4329号、北放第4551号、北放第4745号、北放第4675号、北放第4703号、北放第3832号、北放第		1,654,113世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		3				○		3/3/16		11:40:00		3/3/16		15:00:00		3:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源設備ブレーカー断				北放第4541号		礼文DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源設備ブレーカーが断となり停波。ブレーカーを再投入して復旧。		なし		2,166世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/3/16		11:40:00		3/3/16		15:00:00		3:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源設備ブレーカー断				北放第4542号		礼文DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源設備ブレーカーが断となり停波。ブレーカーを再投入して復旧。		なし		2,166世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/3/16		11:40:00		3/3/16		15:00:00		3:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源設備ブレーカー断				北放第4543号		礼文DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源設備ブレーカーが断となり停波。ブレーカーを再投入して復旧。		なし		2,166世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		3						3/3/16		11:40:00		3/3/16		15:00:00		3:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源設備ブレーカー断				北放第4544号		礼文DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源設備ブレーカーが断となり停波。ブレーカーを再投入して復旧。		なし		2,166世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		3						3/3/16		11:40:00		3/3/16		15:00:00		3:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		電源設備ブレーカー断				北放第5074号		礼文DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		電源設備ブレーカーが断となり停波。ブレーカーを再投入して復旧。		なし		2,166世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		11				○		11/27/15		14:12:01		11/27/15		14:12:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第30号		稚内R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		26,646世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		プ		11				○		11/27/15		14:12:01		11/27/15		14:12:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第31号		稚内R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		23,793世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		11				○		11/27/15		23:10:23		11/27/15		23:10:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第54号		中頓別R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		3,705世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		11				○		11/27/15		23:10:23		11/27/15		23:10:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第133号		中頓別R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		なし		2,694世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		3				○		3/1/16		6:17:51		3/1/16		6:27:44		0:00:03		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第40号		浦河R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により回復		なし		11,695世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						R		中 チュウ		3				○		3/1/16		6:17:51		3/1/16		6:27:44		0:00:03		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第314号		浦河R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電により回復		なし		10,219世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/2/15		21:33:52		10/2/15		21:33:59		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2号		名寄ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				34,305世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/7/15		14:31:03		10/7/15		14:31:10		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542世帯		共建 トモダテ		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/8/15		12:49:14		10/8/15		12:49:24		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第14号		帯広ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				151,598世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/8/15		13:58:23		10/8/15		13:58:30		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/25/15		11:53:05		10/25/15		11:57:02		0:03:57		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		光ケーブル接続部の破損				北放第14号		帯広ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(系切替)		予備回線に切替えて復旧。				151,598世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		11				○		11/9/15		12:40:02		11/9/15		12:40:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第16号		網走ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				95,968世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		11				○		11/27/15		14:12:18		11/27/15		14:45:30		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1705号		稚内ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				24,656世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12						12/11/15		6:31:25		12/11/15		6:37:10		0:05:45		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT光中継局設備の障害				北放第2号		名寄ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		原因確認中に自然復旧。				34,305世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		12/11/15		10:09:01		12/11/15		10:35:11		0:26:10		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT光中継局設備の障害				北放第2号		名寄ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTが設備交換を実施して復旧。				34,305世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12						12/11/15		10:09:01		12/11/15		10:35:11		0:26:10		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT光中継局設備の障害				北放第3242号		遠別ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTが設備交換を実施して復旧。				20,542世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12						12/11/15		10:09:01		12/11/15		10:35:11		0:26:10		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT光中継局設備の障害				北放第1705号		稚内ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		NTTが設備交換を実施して復旧。				24,656世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		親 オヤ		12				○		12/29/15		14:27:38		12/29/15		14:38:06		0:02:58		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		着氷。送信空中線インピーダンス悪化に伴う送信機保護動作により停波。 チャクヒョウ				北放第9号		札幌ラジオ局。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)						1,592,449世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 チュウ		1				○		1/16/16		7:38:52		1/16/16		7:46:27		0:07:35		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		送信空中線インピーダンス悪化に伴う送信機保護動作により停波。				北放第1464号		留萌ラジオ局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信機の故障表示を遠隔操作でリセットし再起動させて復旧。				15,278世帯		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		3				○		3/30/16		12:39:44		3/30/16		12:39:56		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第10号		函館ラジオ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				560,167世帯		単独 タンドク		故障した設備はなし

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		10				○		10/7/15		14:31:03		10/7/15		14:31:10		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波(蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電による復旧。				約2万世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		10				○		10/8/15		13:58:23		10/8/15		13:58:30		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波(蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別放送（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電による復旧。				約2万世帯		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		10				○		10/18/15		10:11:05		10/18/15		10:11:19		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波(蓄電池なし）。				北放第691号		STV名寄放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電による復旧。				約3万世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		11				○		11/9/15		12:40:00		11/9/15		12:40:08		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波(蓄電池なし）。				北放第688号		STV網走放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電による復旧。				約10万世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		11				○		11/27/15		14:12:01		11/27/15		14:45:24		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電による停波(蓄電池なし）。				北放第1706号		STV稚内放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		復電による復旧。				約3万世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 チュウ		12				○		12/29/15		10:49:01		12/29/15		10:58:14		0:09:13		自然災害 シゼンサイガイ		降雪						北放第1466号		STV留萌放送				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧)		送信機保護動作回復後、復旧				約1万5千世帯		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		10				○		10/2/15		8:05:46		10/2/15		8:05:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号、北放第386号、北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		10						10/2/15		8:05:46		10/2/15		8:05:56		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		10				○		10/18/15		11:26:47		10/18/15		11:26:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第361号		名寄FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第366号、北放第365号、北放第386号、北放第733号		61,585世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		10						10/18/15		11:26:47		10/18/15		11:26:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3620号		VICS名寄				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		自家発電装置起動により復旧		北放第3621号。北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		61,585世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		11				○		11/27/15		23:10:23		11/27/15		23:10:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第366号		知駒FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		自家発電装置起動により復旧		北放第365号、北放第386号、北放第733号		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		11						11/27/15		23:10:23		11/27/15		23:10:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		自家発電装置起動により復旧		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号。		32,637世帯 セタイ		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		10				○		10/8/15		12:49:14		10/8/15		12:49:28		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第1976号		帯広局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		なし		129,411世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム・ノースウェーブ						FM		中 チュウ		10						10/8/15		12:49:14		10/8/15		12:49:28		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波(蓄電池なし)。				北放第2563号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約129412世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 チュウ		11				○		11/9/15		12:40:03		11/9/15		12:40:12		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん停電事故				北放第2513号		網走局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他事業者(電気事業者)にて対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第2512号 北見局		129,411世帯 セタイ		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/11/15		4:59:00		11/11/15		6:37:00		1:38:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第2593号		FM WING。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		放送自動運行装置（DAD）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送自動運行装置（DAD）内のDADソフトの再立ち上げで修復した。				約9万世帯		共建 トモダテ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		C親 オヤ		2				○		2/22/16		11:55:36		2/22/16		12:06:20		0:10:44		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						北放第3035号 ゴウ		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		放送運行プログラム		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約3万世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		e-niwa						CFM		C親 オヤ		3				○		3/24/16		17:57:00		3/24/16		18:16:00		0:19:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		停電時に、ＵＰＳのバッテリーが商用から切替わらず、電源断。				北放第3739号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森テレビ						DTV		親 オヤ		10				○		10/30/15		15:37:01		10/30/15		15:48:50		0:11:49		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		運行イベントデータで番組バンクへ登録されてある素材コードが打たれるべきところが欠落していた。別担当者のチェックもこれを見つけることができなかった。				東放第6680号		ATV青森DTV 親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		本編復旧までは「お待ちください」画面とフィラー番組で対処				約50万8千世帯				人為的ミスに起因するもので番組バンク設備の不具合ではない

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		1				○		1/19/16		6:07:28		1/19/16		15:52:00		9:44:32		回線障害 カイセンショウガイ		降雪		豪雪による倒木で上位局(毛無森FX)が停電				東固第7851号		毛無森FX(上位局)				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		上位局（毛無森FX）停電		事業者が自ら対応(その他)		上位局（毛無森FX）へ緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		653世帯		共建 トモダテ		岩泉小川DG、岩泉小川DEが停波 テイハ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		6:07:28		1/19/16		15:52:00		9:44:32		回線障害 カイセンショウガイ		降雪		豪雪による倒木で上位局(毛無森FX)が停電				東放第7962号		岩泉小川局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		上位局（毛無森FX）停電		他事業者(他の放送事業者)にて対応		上位局（毛無森FX）へ緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		683世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		6:07:28		1/19/16		15:52:00		9:44:32		回線障害 カイセンショウガイ		降雪		豪雪による倒木で上位局(毛無森FX)が停電				東放第7963号		岩泉小川DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		上位局（毛無森FX）停電		事業者が自ら対応(その他)		上位局（毛無森FX）へ緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		683世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		6:07:28		1/19/16		15:52:00		9:44:32		回線障害 カイセンショウガイ		降雪		豪雪による倒木で上位局(毛無森FX)が停電				東放第7964号		MIT岩泉小川DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		上位局（毛無森FX）停電		事業者が自ら対応(その他)		上位局（毛無森FX）へ緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		683世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		6:07:28		1/19/16		15:52:00		9:44:32		回線障害 カイセンショウガイ		降雪		豪雪による倒木で上位局(毛無森FX)が停電				東放第7965号		岩泉小川DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		上位局（毛無森FX）停電		事業者が自ら対応(その他)		上位局（毛無森FX）へ緊急出向し、携帯EGで復旧		なし		683世帯		共建 トモダテ

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		1				○		1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木で停電				東放第7321号		陸中大野DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7304号(種市本町DG)		3061世帯		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木で停電				東放第7322号		陸中大野DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7305号(種市本町DE)		3061世帯		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		岩手放送						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木で停電				東放第7323号		陸中大野局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7306号（種市本町DTV）		3061世帯		共建		陸中大野790世帯、種市本町2271世帯

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木での停電				東放第7324号		陸中大野DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7307号(種市本町DTV)		3061世帯		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木での停電				東放第7325号		MIT陸中大野DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7308号(MIT種市本町DTV)		3061世帯		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		岩手朝日テレビ						DTV		中 チュウ		1						1/19/16		11:13:13		1/19/16		22:48:08		4:16:55		停電 テイデン		降雪		豪雪による倒木での停電				東放第7812号		陸中大野DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し、携帯EGで復旧		東放第7813号(種市本町ＤＴＶ)		3061世帯		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		岩手 イワテ		テレビ岩手						DTV		親 オヤ		2				○		2/4/16		10:54:00		2/4/16		11:19:19		0:03:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6703号		盛岡DTV（親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)				テレビ岩手所属のDTV全局　東放第6796-6798,6847,6851,6930,7006-7012,7241,7296,7307,7312,7318,7324,7329,7331,7337,7343,7354,7360,7739,7779-7789,7951,7957,7963,7969,7975,7981,8189,8193,8197,8201,8205,8209,8213,8217,8221,8225,8229,8233,8311,8315,8319,8383,8713号		約49万世帯				ワンセグのみ（12セグは正常）

				東北 トウホク				岩手 イワテ		エフエム岩手						FM		中 チュウ		2				○		2/5/16		12:10:10		2/5/16		18:30:00		6:19:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8770号		FMI岩泉FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		系切替器からの通報も機能しなかったため、岩泉支局員からの通報で出向。積雪登坂路を徒歩で登頂後、手動で２号系に切替え復旧。		なし		2,352世帯		単独 タンドク		出力断にも送信機自体が切替器に異常信号を出して居ない状況を確認。後日、自然復旧したものの代替機対応とし、工場で改修と切替器の設計見直しを施行中。

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		中 チュウ		12				○		12/4/15		15:06:00		12/4/15		16:45:00		1:39:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		濡れ雪がアンテナ支線の碍子に付着したことによりアンテナ特性が変化し、保護回路が頻繁に動作した。				東放第7328号		東成瀬R局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		現地に出向し、到着前に自然復旧。碍子の雪を落とし、アンテナマッチングを調整した。		なし		27,543世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						DTV		親 オヤ		2				○		2/19/16		0:44:57		2/19/16		0:45:19		0:00:22		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		演奏所STL送信鉄塔に落雷があり、STL(1, 2号共)が一時機能停止した。				東放第6682号		秋田DTV局　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		STL送信機が4秒の機器停止後、復旧。		下位局52局		415,550世帯		単独 タンドク

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		12				○		12/16/15		4:36:38		12/16/15		4:36:43		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位局である米沢天元台局で、ＰＡ異常により空中線出力が低下した				東放第7433号		TUY高畠時沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で現用から予備に切替わった。				90世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		12						12/16/15		4:36:39		12/16/15		4:36:42		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位局である米沢天元台局で、ＰＡ異常により空中線出力が低下した				東放第7432号		TUY飯豊中津川DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で現用から予備に切替わった。				98世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		12						12/16/15		4:36:39		12/16/15		4:36:42		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位局である米沢天元台局で、ＰＡ異常により空中線出力が低下した				東放第8029号		TUY白鷹黒鴨DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で現用から予備に切替わった。				22世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		1				○		1/18/16		21:04:53		1/18/16		21:04:54		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		商用停電に伴い、バックアップ電源不具合の為、放送機出力が停止した。				東放第6658号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		自動で予備側放送機（予備電源）に切替わった。		東放第6771号、東放第6854号、東放第6863号、東放第6867号、東放第6866号、東放第6865号、東放第6864号、東放第7058号、東放第7059号、東放第7431号、東放第7433号、東放第7432号、東放第7437号、東放第7438号、東放第7376号、東放第7434号、東放第7902号、東放第8029号		276,329世帯

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島中央テレビ						DTV		中 チュウ		11				○		11/26/15		4:27:00		11/26/15		7:21:00		2:54:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪				東放第8278号		郡山河内局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		自社にて現地出向し、着雪を除去し復旧。		なし		132世帯		共建		共建だが受信電界により各社異なる。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島放送						DTV		中 チュウ		11						11/26/15		5:25:00		11/26/15		7:21:00		1:56:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪				東放第8279号		郡山河内局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		事業者が自ら対応(その他)		自社にて現地出向し、着雪を除去し復旧。		なし		132世帯		共建		共建だが受信電界により各社異なる。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		11				○		11/3/15		18:45:00		11/3/15		18:45:53		0:00:53		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		別音源を送出し対応		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク		累 ルイ		福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○		1/9/16		13:03:06		1/9/16		15:01:54		0:01:21		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		CS（ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰﾄﾞ）側の機材ﾄﾗﾌﾞﾙ				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他事業者(他の放送事業者)にて対応		別音源を送出し対応		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		3				○		3/27/16		18:00:04		3/27/16		18:01:22		0:01:18		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＡＰＳ装置のｽﾀｯｸ				東放第6004号		湯ノ岳局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		別音源を送出し対応		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

				東北 トウホク				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親 オヤ		2				○		2/7/16		12:30:00		2/7/16		13:15:00		0:45:00		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		業者が点検したところ原因が出力ケーブルの劣化であることが判明した。２/１７に交換。				東放第6160号		ラヂオもりおか親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(自然復旧)		モニターに出力低下を確認し調整中のところ自然復旧をした。		なし

				東北 トウホク				岩手 イワテ		一関コミュニティＦＭ						CFM		中 チュウ		2				○		1/18/16		11:11:00		1/20/16		17:00:00		53:49:00		停電 テイデン		降雪						東放第8652号		室根山中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)		発電機 ハツデンキ		事業者が自ら対応(その他)		冬期間道路閉鎖のため、天候の回復を待って徒歩で現地出向。		東放第8726号(千厩中継局）		11,693世帯		単独

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムなとり						CFM		C親 オヤ		12				○		12/14/15		8:15:10		12/14/15		8:26:24		0:11:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8765号		エフエムなとり　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		無停電電源装置		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		監視装置にて故障検地現地出向し、予備品と交換。		東放第8797号。東放第8798号。		24822世帯		単独

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		楽天野球団						CFM		C親 オヤ		11				○		11/13/15		9:56:13		11/13/15		9:56:50		0:00:37		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		曲を配信する際に、操作ミスにより無音状態				東放 8793 号		らくてんみやぎのエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		手動にて切り替え復旧。		なし

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		楽天野球団						CFM		C親 オヤ		12				○		12/31/15		8:25:10		12/31/15		8:25:44		0:00:34		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		次の曲を配信する際の曲との間隔が原因				東放 8793 号		らくてんみやぎのエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)				なし

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		楽天野球団						CFM		C親 オヤ		2				○		2/10/16		18:55:00		2/10/16		18:55:34		0:00:34		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		曲を配信する際に、操作ミスにより無音状態				東放 8793 号		らくてんみやぎのエフエム　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		手動にて切り替え復旧。		なし

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/10/15		1:52:25		10/10/15		1:52:35		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第9059号		白州横手DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				関放第9055号(武川真原DG)		418世帯		共建

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/10/15		1:50:53		10/10/15		1:50:55		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第9060号		白州横手DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)				関放第905６号(武川真原DE)		418世帯		共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		11				○		11/6/15		12:41:22		11/6/15		12:42:59		0:01:37		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		商用受電断の際、設置してあったバッテリーが満足に作動せず、早くに息絶えた。 サイセッチ				関放第9887号		鴨川平塚DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源回復により復旧。電源装置の交換。		なし		282世帯		共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		11						11/6/15		12:41:22		11/6/15		12:42:59		0:01:37		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		商用受電断の際、設置してあったバッテリーが満足に作動せず、早くに息絶えた。 サイセッチ				関放第9888号		鴨川平塚DE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(電気事業者)にて対応		商用電源回復により復旧。電源装置の交換。		なし		282世帯		共建

				関東 カントウ		累 ルイ		群馬 グンマ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/18/16		8:29:54		1/18/16		13:14:48		2:50:47		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9176号		渋川金井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		1,406世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ		累 ルイ		群馬 グンマ		テレビ朝日						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		7:26:35		1/18/16		14:05:52		2:10:53		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9177号		渋川金井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		1,406世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＴＢＳテレビ						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		8:05:39		1/18/16		12:13:58		4:08:19		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9178号		渋川金井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		1,406世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ		累 ルイ		群馬 グンマ		テレビ東京						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		5:40:02		1/18/16		15:12:19		3:36:19		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9179号		渋川金井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		1,406世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ		累 ルイ		群馬 グンマ		フジテレビジョン						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		7:26:06		1/18/16		14:01:40		2:00:50		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9180号		渋川金井局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		1,406世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ		累 ルイ		群馬 グンマ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/18/16		12:38:06		1/18/16		13:10:50		0:17:26		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9168号		行幸田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		5,829世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				群馬 グンマ		テレビ朝日						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		10:37:59		1/18/16		12:59:27		2:21:28		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9169号		行幸田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		5,829世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＴＢＳテレビ						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		12:30:12		1/18/16		12:55:49		0:25:37		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9170号		行幸田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		5,829世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				群馬 グンマ		テレビ東京						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		10:19:51		1/18/16		12:33:47		2:13:56		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9171号		行幸田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		5,829世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				群馬 グンマ		フジテレビジョン						DTV		中 チュウ		1						1/18/16		10:51:52		1/18/16		13:07:11		2:15:19		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信空中線への着雪による受信レベル低下。				関放第9172号		行幸田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		受信空中線への着雪解消により復旧。		なし		5,829世帯		共建		障害メディア:　東京民放５社

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		フジテレビジョン						DTV		プ		11				○		11/13/15		13:38:52		11/13/15		14:00:50		0:21:58		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		クロックケーブル脱落				プラン関放第7208号		平塚局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		クロックケーブル		事業者が自ら対応(その他)		ケーブル再接続		関放第9092号(秦野菩提局)		1,133,118世帯		共建

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		フジテレビジョン						DTV		中 チュウ		11				○		11/21/15		12:02:42		11/21/15		12:57:54		0:55:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		同一チャンネル干渉除去装置の故障				関放第9504号		衣笠局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		同一チャンネル干渉除去装置		事業者が自ら対応(系切替)				なし		28,271世帯		共建

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川						DTV		中 チュウ		11				○		11/2/15		11:12:52		11/2/15		15:52:39		4:39:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信変換ユニットの不具合によりIF信号断となり、送信機の電波発射が停止した。				関放第8628号		TVK山北DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		受信変換ユニット		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		代替の受信変換ユニットと交換した。		なし		431世帯		共建

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		テレビ埼玉						DTV		中 チュウ		1				○		1/18/16		22:30:00		1/20/16		13:18:00		38:48:00		停電 テイデン		降雪						関放第9366号		吾野ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		電気事業者の送電線		他事業者(電気事業者)にて対応		監視装置により停電を検知。電気事業者にて送電線を復旧。		なし		1392世帯		単独

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送						DTV		中 チュウ		10				○		10/10/15		1:50:53		10/10/15		1:50:57		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第9061号		ＹＢＳ白州横手ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		基準信号発生器で故障発生・送信機内部基準で放送を継続した後、故障した基準信号発生器を交換		関放第9057号（ＹＢＳ武川真原ＤＴＶ）		約420世帯		共建 トモケン

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		テレビ山梨						DTV		中 チュウ		10						10/10/15		1:52:30		10/10/15		1:52:34		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第9062号		UTY白州横手DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)				他事業者(他の放送事業者)にて対応		基準信号発生器で故障発生・送信機内部基準で放送を継続した後、故障した基準信号発生器を交換		関放第9058号（UTY武川真原DTV）		約420世帯		共建 トモケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						R		中 チュウ		2				○		2/6/16		20:17:54		2/6/16		20:17:55		0:00:01		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9954号		父島R2				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				なし		987世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		中 チュウ		2						2/6/16		20:17:55		2/6/16		20:18:10		0:00:15		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9955号		父島ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				なし		987世帯

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		親 オヤ		10				○		10/12/15		22:09:10		10/12/15		22:30:24		0:21:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		自動モニタは、Ｒｘ多重処理部から出力された第１、第２の音声を比較し、どちらかの信号が弱くなると故障と認識して強い方に切り替えることとなっていた。異常の発生した予備系の信号の方が正常信号よりも強かったため、予備系の方に切り替わった。
た。
 イジョウハッセイヨビケイシンゴウホウセイジョウシンゴウツヨヨビケイホウキカ				関放第326号		千葉ＦＭ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		予備系の電源をリセットすることで障害が解消し、正常系への切替が実行できるようになった。 ヨビケイデンゲンショウガイカイショウセイジョウケイキリカエジッコウ		関放第400号、関放第204号、関放第205号、関放第382号		3,218,020世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		日本放送協会						FM		中 ナカ		12				○		12/4/15		1:54:11		12/4/15		1:54:20		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第207号		身延ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				なし		8,790世帯

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		12						12/4/15		1:54:11		12/4/15		1:54:20		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5728号		VICS身延				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				なし		8,790世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		中 ナカ		12				○		12/11/15		2:52:12		12/11/15		2:52:22		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第228号		新島ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				関放第322号		10,335世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		12						12/11/15		2:52:12		12/11/15		2:52:22		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第3888号		VICS新島				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				関放第3889号		10,335世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会						FM		中 ナカ		12				○		12/22/15		15:26:17		12/22/15		15:26:44		0:00:27		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第228号		新島ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				関放第322号		10,335世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		12						12/22/15		15:26:17		12/22/15		15:26:44		0:00:27		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第3888号		VICS新島				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				関放第3889号		10,335世帯

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会						FM		親 オヤ		1				○		1/18/16		7:34:15		1/18/16		7:34:24		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第251号		前橋ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				関放第341号、関放第342号、関放第416号、関放第418号、関放第487号、関放第5734号、関放第5740号		895,784世帯

				関東 カントウ				群馬 グンマ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		1						1/18/16		7:34:15		1/18/16		7:34:24		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5704号		VICS前橋				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				関放第5705号。関放第5706号。関放第5707号。関放第5708号。関放第5709号。関放第5735号。関放第5743号。		895,784世帯

				関東 カントウ		累 ルイ		栃木 トチギ		日本放送協会						FM		親 オヤ		1				○		1/18/16		9:36:12		1/18/16		10:31:53		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第254号		宇都宮ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				関放第360号、関放第359号、関放第1013号、関放第467号、関放第622号		779,296世帯

				関東 カントウ		累 ルイ		栃木 トチギ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		1						1/18/16		9:36:12		1/18/16		10:31:53		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5720号		VICS宇都宮				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他事業者(他の放送事業者)にて対応				関放第5722号。関放第5723号。関放第5724号。関放第5725号。関放第5726号。		779,296世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		12				○		12/10/15		11:25:05		12/10/15		11:25:06		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした。				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)										保護装置としての動作のため、正常動作

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		エフエム富士						FM		中 ナカ		2				○		2/29/16		4:50:00		2/29/16		12:20:00		7:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送開始時に送信機の起動が通常通り行われず、低出力での送信となった
 トキ				関放第3097号		身延中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		普段自動モードで運用してる送信機を手動モードにしたところ、100Wに復旧した。		なし

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		10				○		10/21/15		16:20:00		10/21/15		16:20:52		0:00:52		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		操作ミスによる無音放送				開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○		1/10/16		20:49:50		1/10/16		20:50:51		0:01:01		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送データの作成ミス				開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)				なし

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ひたちコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		3				○		3/18/16		11:42:03		3/18/16		11:42:09		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＣＤ再生機不良、原因不明				開放第8949号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)				なし

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		エフエム西東京						CFM		C親 オヤ		11				○		11/23/15		6:34:51		11/23/15		8:57:57		2:21:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音楽用フィラーＰＣのフリーズ				関放第5348号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		音楽用フィラーPC オンガクヨウ		事業者が自ら対応(系切替)		別音源を挿入して復旧。フリーズしたＰＣの再起動。		なし		158,716世帯

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		牛久コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○		1/4/16		11:10:00		1/4/16		11:11:00		0:01:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		録音音声をＳＤカードから放送しようとしたところ、機器不具合により放送されず、１分ほどの無音状態が２回発生した。				関放第10358号		うしくエフエム局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		牛久コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		3				○		3/28/16		20:44:41		3/28/16		20:45:17		0:00:36		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出設備の運行表マトリクスの設定ミス				関放第10358号		うしくエフエム局　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		修正により対応

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/16		2:53:50		1/18/16		6:32:54		3:39:04		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		降雪により夜間に放送する衛星放送の受信が出来ず無音状態となる。				関放第5762号		大江戸放送局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		降雪が弱まり衛生放送が復旧し正常放送となる				約2万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				埼玉 サイタマ		すまいるエフエム						CFM		C親 オヤ		3				○		3/14/16		8:00:03		3/14/16		8:02:35		0:02:32		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		装置電源の入れ忘れ				関放第8108号		あさかエフエム局 親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		ラインコンバーター		事業者が自ら対応(その他)		装置電源投入により復旧		なし		約6万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		東京マルチメディア放送						MM		親 オヤ		3				○		3/2/16		4:35:00		3/2/16		6:25:00		1:50:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		MUX装置にテスト用スケジュールファイルが残っており、それにより誤ったMUX設定に切り替わった。 ソウチヨウノコアヤマセッテイキカ				移基放第10号・11号		親局				番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		定時チェック時に監視装置のアラートを確認。設定を手動にて変更。								監視装置のアラームに気づかず、対応が遅延。

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		東京マルチメディア放送						MM		親 オヤ		3						3/2/16		6:32:30		3/2/16		6:51:10		0:18:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		先に発生したMUX装置の不具合調査中に誤ってAPSを操作し、TS送出を停止させた。 サキハッセイソウチフグアイチョウサチュウアヤマソウサソウシュツテイシ				移基放第10号・11号		親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		監視装置にて無音を検知。手動にて設定を変更。

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		東京マルチメディア放送						MM		親 オヤ		3				○		3/14/16		6:34:17		3/14/16		7:00:00		0:25:43		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音声データの登録誤り				移基放第10号・11号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて無音を検知。原因追究中に復旧。								監視装置のアラームに気づかず、対応が遅延。

				関東 カントウ		重 ジュウ		長野 ナガノ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		3				○		1/31/16		15:27:00		2/2/16		19:36:00		52:09:00		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による倒木により電源供給の電力線が断線したため停電が発生。非常用発電機からの給電を開始したが、給油ポンプ自動動作不良（燃料供給設定ミス）のため燃料が供給されず、停波。 カイシネンリョウキョウキュウセッテイネンリョウキョウキュウテイハ				信放第3999号		Ｊモバ松本MMH 中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応		監視装置にて商用電源アラーム検知。現地出向により除雪、倒木除去を行い、商用電源回復を確認し復旧。				約31万世帯		単独 タンドク

				関東 カントウ				長野 ナガノ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		3						1/31/16		15:27:00		2/2/16		19:36:00		52:09:00		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による倒木により電源供給の電力線が断線したため停電が発生。非常用発電機からの給電を開始したが、給油ポンプ自動動作不良（燃料供給設定ミス）のため燃料が供給されず、停波。 カイシネンリョウキョウキュウセッテイネンリョウキョウキュウテイハ				信放第4011号		Jモバ松本DTV 中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用発電機設備		他事業者(電気事業者)にて対応		監視装置にて商用電源アラーム検知。現地出向により除雪、倒木除去を行い、商用電源回復を確認し復旧。				約31万世帯		単独 タンドク

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		日本放送協会						FM		中 チュウ		1				○		1/19/16		0:54:15		1/19/16		13:45:49		12:51:34		停電 テイデン		雷 カミナリ						信放第223号		NHK相川FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置にて故障検知。現地出向し、放送機電源NFBをリセットして復旧		なし		14,568世帯		単独（VICS共用）		悪天候と積雪による冬期通行止のため、徒歩での出向となり回復に時間を要した。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		1						1/19/16		0:54:15		1/19/16		13:45:49		12:51:34		停電 テイデン		雷 カミナリ						信放第3268号		VICS相川				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置(NHK)にて故障検知。NHKが現地出向し、放送機電源NFBをリセットして復旧		なし		14,568世帯		単独（NHK-FMと共用）		悪天候と積雪による冬期通行止のため、徒歩での出向となり回復に時間を要した。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送						DTV		中 チュウ		3				○		3/4/16		7:35:00		3/4/16		9:09:00		1:34:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		1号系補償器の故障によりC/Nの劣化変動があり一時的にブラックアウトが5回発生した。停波は無し。				信放第3439号		糸魚川大野局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		同一ch干渉除去装置		事業者が自ら対応(系切替)		局員が現地出向し故障機器を回収し修理。		信放第3440号、信放第3598号		13,586世帯		共建 トモダテ

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		ながのコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		11				○		11/30/15		5:00:00		11/30/15		6:48:00		1:48:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第2314号		ながのコミュニティ放送				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		音声コーデック オンセイ		事業者が自ら対応(その他)		遠隔制御で送信機立ち上がらず、現地出向し手動にて立ちあげる。故障機器の交換実施。		なし		140,015世帯

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		軽井沢エフエム						CFM		C親 オヤ		1				○		1/21/16		14:28:00		1/21/16		14:40:00		0:12:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						信放第3281号		エフエム軽井沢局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		IPコーデック		他事業者(電気通信事業者)にて対応		監視装置にて故障検知。電気通信事業者に連絡し復旧。		なし		1万995世帯

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		富山 トヤマ		ラジオたかおか						CFM		C親 オヤ		2				○		2/9/16		11:05:00		2/9/16		13:55:00		2:50:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸放第2020号		ラジオたかおか送信所				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		耐雷トランス		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて停波検知。現地に出向し、電源供給を復旧。		陸放2020号		約5万8千世帯

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		日本放送協会						DTV		親 オヤ		1				○		1/21/16		9:20:04		1/21/16		9:24:32		0:04:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2183号		福井ＤＧ局　親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置で映像断検知。手動でバックアップの回線に切替。その後電源ユニットを交換		プラン陸放第2231号、陸放第2235号、プラン陸放第2241号、プラン陸放第2244号、陸放第2294号、陸放第2298号、陸放第2300号、プラン陸放第2302号、陸放第2304号、陸放第2334号、陸放第2338号、陸放第2352号、陸放第2356号、陸放第2360号、陸放第2374号、陸放第2414号、陸放第2422号、陸放第2431号、陸放第2434号、陸放第2483号、陸放第2485号、陸放第2487号、陸放第2495号、陸放第2497号、陸放第2499号、陸放第2501号、陸放第2503号、		約308,000世帯		単独 タンドク		ＤＧは通常の予備回線も映像途絶として障害検知のため自動切換え不能。ＣＳ系予備回線につなぎこみを行い放送を復旧。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		日本放送協会						DTV		プ		1						1/21/16		9:20:04		1/21/16		9:20:12		0:00:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2180号		福井ＤＥ局　プラン局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替)		監視装置で映像断検知。バックアップの回線に自動切替。その後電源ユニットを交換		陸放第2232号、陸放第2236号、陸放第2242号、陸放第2245号、陸放第2295号、陸放第2299号、陸放第2301号、陸放第2303号、陸放第2305号、陸放第2335号、陸放第2339号、陸放第2353号、陸放第2357号、陸放第2361号、陸放第2375号、陸放第2415号、陸放第2423号、陸放第2432号、陸放第2435号、陸放第2484号、陸放第2486号、陸放第2488号、陸放第2496号、陸放第2498号、陸放第2500号、陸放第2502号、陸放第2504号、陸放第2506号、陸放第		約308,000世帯		単独 タンドク		ＤＥは通常の予備回線に自動切換え。

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		親 オヤ		1				○		1/6/16		4:25:10		1/6/16		4:25:40		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2199号		ＴＵＴ富山ＤＴＶ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組素材装置（衛星受信機）		事業者が自ら対応(系切替)		予備系番組素材装置（衛星受信機）へ切替		プラン陸放第2223号。陸放第2228号。陸放第2287号。陸放第2288号。陸放第2293号。陸放第2342号。陸放第2347号。陸放第2368号。陸放第2373号。		約38万世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送						R		親 オヤ		3				○		3/17/16		17:46:00		3/17/16		17:53:10		0:07:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオからの放送であったが、ミキサーが故障して音声がマスターに届かず無音となった。 ホウソウコショウオンセイトドムオン				陸放第9号		金沢局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		スタジオのミキサー		事業者が自ら対応(その他)		強制的に無音用フィラー音楽が自動送出された。		プラン陸放第8号、陸放第27号、陸放第674号		624,463世帯		単独 タンドク

				北陸 ホクリク		注 チュウ		福井 フクイ		福井テレビジョン フクイ						DTV		親 オヤ		1				○		12/20/15		11:19:30		12/20/15		11:22:45		0:03:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ネット回線を利用して石川テレビからのニュース素材を受ける際に、本来2番（素材回線）受けするところ、誤って1番（ＣＸ回線）に申請してしまった。				陸放第2182号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		手動で本来の映像に切り替えて復帰。		全中継局

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸朝日放送						DTV		中 チュウ		2				○		2/17/16		6:23:04		2/17/16		7:53:50		1:30:46		自然災害 シゼンサイガイ		降雪		受信アンテナへの積雪				陸放第2481号		HAB津幡竹橋DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧)		監視装置にて故障検知。現地出向途中に自然復旧		無し		107世帯		共建 トモダテ		受信アンテナへの積雪により受信電界が低下し停波。現地出向途中に自然復旧。（ＨＡＢ単独事象）

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/9/15		11:21:59		10/9/15		11:25:54		0:03:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		上位局である伊豆長岡固定局で、三島向けＤＥ用ＴＴＬを点検中に、誤って現用装置を停止させた				海放第4711号		三島ＤＥ。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(その他)		現用装置の復元により回復		プラン海放第4762号。プラン海放第4893号。海放第4962号。海放第5022号。海放第5270号。海放第5306号。海放第5319号。海放第5334号。海放第5338号。海放第5340号。海放第5362号。海放第5367号。海放第5369号。海放第5381号。海放第5421号。		約33.5万世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		3				○		3/28/16		3:45:00		3/28/16		3:57:51		0:12:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		夜間保守作業のためＰＡ電源をオフし、作業終了後にＰＡ電源をオンしたが、ＰＡ出力復旧せずに停波。現用系予備系両系のＰＡの故障。				海放第4560号		蒲郡田原ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		現用系予備系両系のＰＡ		事業者が自ら対応(その他)		部品を手配して復旧		海放第5329号		約4万世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣラジオ						ワイド		親 オヤ		12				○		12/11/15		10:06:10		12/11/15		10:06:35		0:00:25		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		予備側エキサイタ故障の対応時において、誤って現用側エキサイタの電源を落とした。				海放第5517号		ＣＢＣ三国山ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		現用系エキサイタ電源を再投入し、当該装置の立ち上がり時間とアラームリセット、送信機のＯＮ操作までの２５秒間が停波となった。		なし		約3,512,681世帯		単独 タンドク		聴取者からの問い合わせは1件。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送						DTV		親 オヤ		11				○		11/5/15		21:16:42		11/5/15		21:19:21		0:02:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送出管理用データの誤入力				海放第4387号		しずおかほうそうデジタルテレビジョン				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		本来CMが送出されるべきところ、グレー画像となったため、手動にて一旦天気カメラ映像を取り、ネットの本編映像を確認後、再び手動にて切り戻した。		海放第4451号，海放第4632号，海放第4682号，海放第4704号，海放第4715号，海放第4758号，海放第4765号，海放第4775号，海放第4807号，海放第4827号，海放第4876号，海放第4866号，海放第4883号，海放第4888号，海放第4894号，海放第4895号，海放第4968号，海放第4963号，海放第4972号，海放第4991号，海放第5008号，海放第5012号，海放第5023号，海放第5059号，海放第5050号，海放第5034号，海放第5054号，海放第5081号，海放第		約136万世帯		共建 トモダテ

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜						FM		親 オヤ		2				○		2/4/16		11:48:11		2/4/16		11:53:33		0:05:22		その他		その他		回線端末の試験中に回線入力架のブレーカがトリップして、音声コ－ディックが断となる。				海放第4244号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		音声コーディック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				海放第4246号、海放第4248号、海放第4249号、海放第4259号		約83万世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		愛知 アイチ		エフエム豊橋						CFM		C親 オヤ		10				○		10/18/15		0:26:00		10/18/15		7:02:00		6:36:00		その他		その他		10月18日0時26分に無音(無変調）に。その際音声再生機が起動しなかった。原因は豊橋市役所に設置されている割込み装置の誤作動によりプログラムがスタジオ音声に変更されたが無人の為無音となった。その際、起動すべき無音時音声再生機が7月8日の事故の復旧の際に正しく操作されておらず起動しなかった。また、無音通知メールを受けたが大型イベントのためスタッフが疲労しており対応できなかった				海放第３４６１号		親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		豊橋市役所に設置の割込み装置、中継回線のメディアコンバータ		事業者が自ら対応(系切替)		放送プログラムを手動で切り替え復旧。				81,124世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		エフエムみしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/11/15		1:10:00		12/11/15		7:03:00		5:53:00		回線障害 カイセンショウガイ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送信所近隣の道路建設工事に伴い、回線断が発生。回線復帰の段階でＩＰコーデックの回線接続ができず、また無音検知器も働かなかった。				海放第4031号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		IPコーデック、無音検知器		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		保守事業者からのアドバイスで演奏所のコーデックの回線接続ボタンのON/OFFを実施したところ復旧。無音検知器については起動設定を変更した。				約58.000世帯		単独 タンドク		事前に弊社HP等で放送中断について説明してあった事から、苦情はみられなかった。生ワイド番組再開時に事情説明してお詫びした事も作用したものと思われる。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム伊東						CFM		C親 オヤ		12				○		12/8/15		13:00:00		12/8/15		13:55:00		0:55:00		停電 テイデン		他の事業者による要因		送信所（大室山山頂に設置）への電源供給を行っている【大室山リフト】の設備点検に伴う電源遮断連絡不足による、事前対応不備による送信設備の停止に伴う、人的ミスによる停波。				海放第４１７１号		親局				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機により電源供給を復旧させ、大室山リフトの点検終了後（17：00）、通常電源に切替。		なし		23,131世帯 セタイ		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＦＭいちのみや						CFM		C親 オヤ		3				○		3/6/16		21:00:02		3/6/16		21:00:25		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						海放第5460号		FMいちのみや				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		放送番組素材の不具合により音源が停止し、無変調となる。予定の番組を送出できないため、フィラーの音楽音源により放送を再開した後、APSにより予定の番組を送出し、通常の番組編成に復帰した。		なし		56285世帯		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		西尾張シーエーティーヴィ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/26/15		13:00:00		12/26/15		13:17:00		0:17:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						海放第5461号		親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		送出マトリクスへの入力ソース選択スイッチ		事業者が自ら対応(その他)		13時からの放送入力ソース切替を間違えていた為、本来の入力ソースに切替えて復旧		なし		103,117世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ		累 ルイ		和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/24/15		0:17:34		10/24/15		9:25:38		5:28:04		回線障害 カイセンショウガイ		自然故障 シゼンコショウ						近放第102363号		高野山DE局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		上位局のこうやさんひがし固定局の送信部故障で、信号が断となり停波した。該当部を交換して回復した。		無し		746世帯		共建 トモダテ		発生・復旧時刻のうち、1:50～5:30は放送休止時間帯。

				近畿 キンキ				奈良 ナラ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		12				○		12/7/15		11:38:46		12/7/15		13:31:48		1:53:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第102205号		都祁DG局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		電力増幅部の故障で停波した。該当部を交換して回復した。		無し		1,512世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		12				○		12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102293号		美浜三尾DG局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		191世帯		共建 トモダテ		DE局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102294号		美浜三尾DＥ局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		191世帯		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102295号		美浜三尾局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		約220世帯 ヤク		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102297号		美浜三尾局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		約220世帯 ヤク		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102298号		美浜三尾局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		約220世帯 ヤク		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102299号		美浜三尾局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		約220世帯 ヤク		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		テレビ和歌山						DTV		中 チュウ		12						12/25/15		9:59:28		12/25/15		13:26:23		3:26:55		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送用伝送ケーブルを共架している関西電力柱において、作業中の一般電気工事業者が誤って放送用伝送ケーブルを切断。				近放第102302号		美浜三尾局　　中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		復旧工事班が伝送ケーブルを修理し復旧した。		無し		約220世帯 ヤク		共建 トモダテ		DG局及び民放局5波も同時停波。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		12				○		2/23/16		17:57:50		2/23/16		17:58:06		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組送出設備のTS切替SW'er故障により、TS信号出力が断となった。				近放第100896号		京都DG局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		予備系に切り替えて回復した。		プラン近放第101485号。プラン近放第101495号。プラン近放第101499号。近放第101501号。近放第101598号。近放第101662号。近放第101668号。近放第101706号。近放第101708号。近放第101775号。近放第101781号。近放第101870号。近放第101884号。近放第101966号。近放第101989号。近放第102217号。近放第102210号。近放第102166号。近放第102134号。近放第102286号。近放第102338号。近放第102419号。近放第1		約210万世帯		単独 タンドク		該当部は予備品と交換して、現用系に戻した。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		日本放送協会						DTV		中 チュウ		3				○		3/20/16		16:23:00		3/20/16		23:00:00		6:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		Rb発振器故障により送信周波数が変動。放送波中継で下位局の京都八瀬DE局も同様に送信周波数が変動した。				近放第102211号		京都大原DE局　　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(基準信号発生装置)		Rb発振器		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		現地出向し、不良品を交換して既定の送信周波数に回復。京都八瀬DE局の放送区域の一部で、大阪DE局とのSFN破綻となり、受信障害が発生。		近放第102137号		約146世帯		共建 トモダテ		京都八瀬DEの放送区域世帯数のうち、受信障害の予想シミュレーションでは約146世帯。なお京都大原DEは、他局との同一ch混信はなく、放送受信機は正常に動作しており、放送サービス低下に至っていない。

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		1				○		1/25/16		0:42:41		1/25/16		0:44:13		0:01:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		保守業者による保守作業中、待機系のPAに切り替えたところ、待機系ＰＡの不具合により停波。				近放第101567号		猪名川局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		PA部		事業者が自ら対応(系切替)		現用系へ手動切替えにより復旧した。		近放第101841号。近放第102146号。近放第102202号		約48,000世帯		共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		3				○		3/11/16		14:54:55		3/11/16		14:55:00		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送データの作成ミス				近放第100684号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		事後に、不体裁お詫びﾃﾛｯﾌﾟを送出。		近放第101417号。近放第101420号。近放第101627号。近放第101423号。近放第101877号。近放第101940号。近放第101506号。近放第101511号。近放第101516号。近放第102352号。近放第101608号。近放第101713号。近放第101718号。近放第101521号。近放第101816号。近放第101529号。近放第101534号。近放第101132号。近放第101136号。近放第101144号。近放第101753号。近放第102006号。近放第102012号。近放		約860万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		テレビ大阪						DTV		親 オヤ		3				○		3/23/16		3:25:00		3/23/16		3:55:00		0:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組を制御する放送データを転送している最中に、別の作業でデータ変更を行ったため、データ転送に衝突が生じ、ワンセグに関するデータが番組自動送出システム内で欠落した。このため、ワンセグのみ放送中断となった。				近放第100685 号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		放送データの欠落を発見し、データの再現を試みたが再現できず、放送中断となった。		近放第101283号、近放第101413号、近放第101482号、近放第101535号、近放第101810号、近放第101828号、近放第101833～5号、近放第102079号、近放第102307号、近放第102324号、近放第102474号、近放第102680号		約440万世帯

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		サンテレビジョン						DTV		親 オヤ		12				○		12/21/15		14:07:05		12/21/15		14:07:10		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		64QAM変調器不良				近放第100689号		神戸局　親局(演奏所)				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)		64QAM変調器		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		64QAM変調部の不良箇所においてハンダ付により修理完了。		(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。近放第101540号		約195万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				奈良 ナラ		奈良テレビ						DTV		親 オヤ		2				○		2/12/16		17:58:00		2/12/16		18:06:01		0:08:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第 101089号		奈良局、親局				番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		生放送を行っていた副調整室内多重化装置の故障と判明し、予備機器に入れ替えを行う。		栃原中継局    35,280世帯、三郷立野中継局　3,015世帯、高取中継局  64,410世帯、朝倉台中継局  2,184世帯、生駒あすか野中継局  1,023世帯、三郷南畑中継局  62世帯、五条丹原中継局  82世帯、桜井慈恩寺中継局  322世帯		633,350  世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会						R		中 チュウ		10				○		10/5/15		12:34:21		10/5/15		12:43:17		0:08:56		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第22号		新宮R2局　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		音声補償増幅器		事業者が自ら対応(系切替)		仮設中の民生受信機の系統に切り替えて、信号は回復した。出向して確認したところ、自然回復していたため、通常の運用状態に復元。		無し		約3万2千世帯		単独 タンドク		各部の異常点灯なし。有線・無線の切替でも回復しないことから音声補償増幅器の故障と推定。

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		ラジオ関西						R		親 オヤ		2				○		2/8/16		9:06:14		2/8/16		9:06:45		0:00:31		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第29号		JOCRラジオかんさい。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		無音検知で予備系統に切り替え		無し		10,324,205世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		日本放送協会						FM		親 オヤ		10				○		10/8/15		4:50:00		10/8/15		4:54:37		0:04:37		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						近放第441号		大津FM局　　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		前日の放送番組登録時に、間違って別日データを登録してしまい、間違った登録情報のまま無音を送出した。バイパス系に切り替えて信号が回復した。		近放第578号。近放第966号。		約49万世帯		共建		従来は新規登録分のみの確認を行っていたが、今後はすべての情報に間違いがないかをその都度、確認する方法に変更した。

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		大阪マルチメディア放送						MM		親 オヤ		3						3/2/16		6:32:30		3/2/16		6:51:10		0:18:40		その他 ホカ		他の事業者による要因		発ネット局でのトラブル。				移基放第10号		東京マルチメディア放送				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		箕面ＦＭ						CFM		中 チュウ		12				○		12/4/15		10:00:00		12/4/15		14:35:00		4:35:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5794号		止々呂美局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		コーデック		他事業者(電気通信事業者)にて対応		お詫びコメントを含めた音楽プログラムデータをリピート放送		近放第102681号		916世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ		注 チュウ		兵庫 ヒョウゴ		エフエム尼崎						CFM		C親 オヤ		10				○		10/10/15		14:02:01		10/13/15		16:20:00		0:04:30		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						近放第100043号		エフエム尼崎。親局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		断続的に無音状態になったため障害原因の特定に時間を要した。NTTの回線調査によりMDF内のケーブル不良を交換し復旧した。				約20万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエム三木						CFM		C親 オヤ		3				○		3/18/16		21:18:54		3/18/16		21:19:25		0:00:31		その他 ホカ		その他 ホカ		音声データ不良				近放第100039号		エフエムみき　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APS		事業者が自ら対応(その他)		音声データ不良により再生不能となりプレヤーが停止。３１秒間無音ののちフィラー音源に切り替わった。		近放第101737号		32868世帯

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		えふえむ草津						CFM		C親 オヤ		10				○		11/17/15		8:07:08		11/17/15		8:12:52		0:05:44		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						近放第101729号		エフエム草津。親局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		自ら対応し現用回線に切り替え復旧				78456世帯

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		10				○		10/29/15		21:00:00		10/29/15		21:54:00		0:54:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		録音素材の登録漏れ				近放第101883号		エフエムたなべ。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音状態を確認したが、演奏所において対応可能な者が不在であったため当該番組が無音になった。				約４万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		11				○		11/8/15		20:00:00		11/8/15		20:10:00		0:10:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		録音素材の登録漏れ				近放第101883号		エフエムたなべ。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無音状態を確認したが、演奏所において対応可能な者が不在であったため当該番組が無音になった。				約４万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		2				○		2/24/16		7:00:00		2/24/16		8:05:00		1:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＶＰＮルーターのＡＣ電源の故障				近放第101883号		エフエムたなべ。親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		送信機にサイマルラジオの音声を直接入力し仮復旧させた。その後、回線事業者等と連絡を取り調査した結果、故障の原因が判明し部品交換して復旧した。				約４万世帯		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		3				○		3/30/16		7:00:00		3/30/16		7:00:05		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						近放第101883号		エフエムたなべ。親局				番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)		音声キャプチャー装置の不具合		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		APSが音声を認識していない事に気づき、音声キャプチャー装置の再起動で復旧した。				約４万世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/18/15		15:10:33		10/18/15		15:48:59		0:38:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		１号送信機の不具合				中放第10871号		南加計				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		１号送信機		事業者が自ら対応(系切替)		遠方監視制御装置により２号機に切り替えて復旧。		中放第11324号　加計、中放第11328号　戸河内		2,170世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		日本放送協会						R		中 チュウ		11				○		11/15/15		18:53:21		11/15/15		19:05:11		0:11:50		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第55号		三次DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＮＴＴ回線断		事業者が自ら対応(系切替)		遠方監視装置によりバックアップ用携帯電話回線に切り替えて復旧		中放第21号　庄原		35,377 世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		日本放送協会						R		中 チュウ		11				○		11/15/15		18:53:32		11/15/15		19:04:46		0:11:14		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第70号		三次DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ＮＴＴ回線断		事業者が自ら対応(系切替)		遠方監視装置によりバックアップ用携帯電話回線に切り替えて復旧		中放第2２号　庄原		40,950 世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		山陽放送						R		親 オヤ		12				○		12/7/15		5:00:00		12/7/15		5:09:00		0:09:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		親時計の保守に伴いAPSの特殊な操作が必要となったが、操作ミスにより当日の運行データを消失した。				中放第45号		RSK岡山R。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		営報システムから当日分のデータを再転送し復旧させた。		プラン中放第46号。プラン中放第1号。中放第182号。プラン中放第1116号。プラン中放第1607号。プラン中放第1821号。		約150万世帯		単独 タンドク

				中国 チュウゴク		累 ルイ		香川 カガワ		西日本放送						DTV		親 オヤ		10						10/2/15		5:17:59		10/2/15		5:19:12		0:00:49		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		CS送信地での集中豪雨による受信不能。				四放第4245号		高松局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)				下位局５５局		1,031,660世帯				ＣＳ受信が出来ず、映像は黒味又はﾌﾞﾛｯｸﾉｲｽに、音声は無音となる（設備そのものの故障ではない）

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		山口放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/2/15		5:17:56		10/2/15		5:20:02		0:02:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨によるCSアップリンク回線の障害。CS受信不可となり、映像がブロックノイズ又はフリーズ				中放第10508号		KRY周南DTV局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)		CS回線によらない通常番組放送により復旧		下位局56局		552,013世帯

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		日本海テレビジョン						DTV		中 チュウ		1				○		1/25/16		10:15:00		1/25/16		19:38:00		9:23:00		停電 テイデン		停電 テイデン		電力事業者の配電線支障事故。				中放第10924号		NKT石見大和DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		現地出向し、仮設発電機にてバックアップ。		なし		381世帯		共建 トモダテ		大雪のため、中国電力の停電が長時間(48時間)となり、現地出向にも時間を要したため、停波となった。

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/3/15		7:30:00		10/3/15		8:00:00		0:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		データ放送の運行イベント作成ミス				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組運行システム		事業者が自ら対応(その他)		以降のイベントは正常であり復旧		ＢＳＳ松江ＤＴＶ、ＢＳＳ大田ＤＴＶ、ＢＳＳ仁摩ＤＴＶ、ＢＳＳ江津ＤＴＶ、ＢＳＳ浜田ＤＴＶ、ＢＳＳ益田ＤＴＶ、ＢＳＳ大社ＤＴＶ、ＢＳＳ木次ＤＴＶ、ＢＳＳ桜江ＤＴＶ、ＢＳＳ川本ＤＴＶ、ＢＳＳ石見ＤＴＶ、ＢＳＳ西ノ島ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷中村ＤＴＶ、ＢＳＳ石見大和ＤＴＶ、ＢＳＳ瑞穂ＤＴＶ、ＢＳＳ柿木ＤＴＶ、ＢＳＳ六日市ＤＴＶ、ＢＳＳ七日市ＤＴＶ、ＢＳＳ津和野ＤＴＶ、ＢＳＳ山代ＤＴＶ、ＢＳＳ宍道湖ＤＴＶ、ＢＳＳ広瀬ＤＴＶ、ＢＳＳ来島ＤＴＶ、ＢＳＳ邑智ＤＴＶ、ＢＳＳ益田乙吉ＤＴＶ、ＢＳＳ仁多ＤＴＶ、Ｂ		420,638世帯				演奏所での発生のため、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		11				○		11/15/15		6:54:45		11/15/15		6:55:25		0:00:40		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		気象作画PCシャットダウン				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		気象作画PC		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		マスター担当者が普及を試みましたが送出時間に間に合わず、その後、電源立ち上げで復旧。その後、修理出しする。		ＢＳＳ松江ＤＴＶ、ＢＳＳ大田ＤＴＶ、ＢＳＳ仁摩ＤＴＶ、ＢＳＳ江津ＤＴＶ、ＢＳＳ浜田ＤＴＶ、ＢＳＳ益田ＤＴＶ、ＢＳＳ大社ＤＴＶ、ＢＳＳ木次ＤＴＶ、ＢＳＳ桜江ＤＴＶ、ＢＳＳ川本ＤＴＶ、ＢＳＳ石見ＤＴＶ、ＢＳＳ西ノ島ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷中村ＤＴＶ、ＢＳＳ石見大和ＤＴＶ、ＢＳＳ瑞穂ＤＴＶ、ＢＳＳ柿木ＤＴＶ、ＢＳＳ六日市ＤＴＶ、ＢＳＳ七日市ＤＴＶ、ＢＳＳ津和野ＤＴＶ、ＢＳＳ山代ＤＴＶ、ＢＳＳ宍道湖ＤＴＶ、ＢＳＳ広瀬ＤＴＶ、ＢＳＳ来島ＤＴＶ、ＢＳＳ邑智ＤＴＶ、ＢＳＳ益田乙吉ＤＴＶ、ＢＳＳ仁多ＤＴＶ、Ｂ		420,638世帯				演奏所での発生のため、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		11				○		11/20/15		13:30:50		11/20/15		13:30:55		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送システム故障との誤判断により、「しばらくお待ちください」画面を送出				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		オンエア監視受信機		事業者が自ら対応(その他)		その後、正常であることに気づき、お待ち画面から通常の放送に戻し復旧		ＢＳＳ松江ＤＴＶ、ＢＳＳ大田ＤＴＶ、ＢＳＳ仁摩ＤＴＶ、ＢＳＳ江津ＤＴＶ、ＢＳＳ浜田ＤＴＶ、ＢＳＳ益田ＤＴＶ、ＢＳＳ大社ＤＴＶ、ＢＳＳ木次ＤＴＶ、ＢＳＳ桜江ＤＴＶ、ＢＳＳ川本ＤＴＶ、ＢＳＳ石見ＤＴＶ、ＢＳＳ西ノ島ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷ＤＴＶ、ＢＳＳ西郷中村ＤＴＶ、ＢＳＳ石見大和ＤＴＶ、ＢＳＳ瑞穂ＤＴＶ、ＢＳＳ柿木ＤＴＶ、ＢＳＳ六日市ＤＴＶ、ＢＳＳ七日市ＤＴＶ、ＢＳＳ津和野ＤＴＶ、ＢＳＳ山代ＤＴＶ、ＢＳＳ宍道湖ＤＴＶ、ＢＳＳ広瀬ＤＴＶ、ＢＳＳ来島ＤＴＶ、ＢＳＳ邑智ＤＴＶ、ＢＳＳ益田乙吉ＤＴＶ、ＢＳＳ仁多ＤＴＶ、Ｂ		420,638世帯				演奏所での発生のため、全DTV局に影響した。

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		中 チュウ		1				○		1/25/16		10:15:00		1/25/16		19:38:00		9:23:00		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第10937号		BSS石見大和DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		業者による発電機でのバックアップで放送は復旧。その後２６日１８時３５分、中国電力の作業により停電復旧		なし		３８１世帯		共建 トモダテ

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン						DTV		中 チュウ		1						1/25/16		10:15:00		1/25/16		19:38:00		9:23:00		停電 テイデン		停電 テイデン		長時間停電により、予備電源装置のバッテリーが放電終止したため放送中断。				中放第10955号		石見大和ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		仮設発電機を設置し放送再開。		なし		３８１世帯		共建 トモダテ		大雪のため、現地出向が遅延。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		10				○		10/27/15		19:30:00		10/27/15		19:50:18		0:20:18		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		収録番組再生デッキの設定ミス				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		無音に気づいたスタッフがスタジオに行き、手動で残時間にあわせ、再生放送（スタジオが無人だったため）		なし		12万世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		山口 ヤマグチ		エフエム周南						CFM		C親 オヤ		1				○		1/9/16		13:03:04		1/9/16		14:49:14		0:01:03		その他 ホカ		他の事業者による要因		中継機材トラブル。ミュージックバードの中継機材（ターミナルアダプター）の電圧降下				中放第　10424号		エフエム周南				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ミュージックバード		事業者が自ら対応(その他)		CSから別放送（スタジオ等）に切替、CS側の音声復旧を確認後　放送を戻すなど、都度対応。		なし		12万世帯

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		DARAZコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○		1/29/16		18:25:36		1/29/16		20:08:52		1:43:16		停電 テイデン		停電 テイデン		降雪により生じた倒木で送電線が切断されたことにより停電が発生。停電検知ができなかったため対応が遅れ停波となる				中放第11712号		DARAZ FM				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		電源復旧まで、備え付けの発電機による給電で送信を回復。		なし						UPSのバッテリー交換を５月末までに実施予定

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		つやまコミュニティFM						CFM		C親 オヤ		1				○		1/25/16		21:20:00		1/25/16		21:25:00		0:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第11416号		エフエムつやま				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		対象パソコン再起動立ち上げ、予備機を設置した。お詫び再放送24:00ＨＰ告知		なし

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		ＦＭ東広島						CFM		C親 オヤ		10				○		10/25/15		11:15:00		10/25/15		11:45:00		0:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		デジタルミキサーの操作ミスにより設定に異常が生じ、ミキサーからの音声出力が停止				中放第12063号		株式会社ＦＭ東広島				番組送出設備		番組送出設備(その他)		デジタルミキサー		事業者が自ら対応(その他)		デジタルミキサーの設定異常個所の特定、復帰を試みたが時間がかかると判断し、サブスタジオからの放送に切り替え。翌日、ミキサーの修復・点検が完了		中放第12064号。中放第12069号。中放第12068号。中放第12073号。中放第12074号。		78807世帯		単独

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		10				○		10/26/15		9:00:00		10/26/15		9:01:00		0:01:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		登録番組データ異常、放送開始から1分間の無音				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		該当番組から音楽に切替。以後、次の番組まで音楽を放送。								番組DataをPCからUSBに移動する際にエラーがあったと思われ、そのまま送出管理PCに登録してしまった。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		12				○		12/7/15		9:30:00		12/7/15		10:30:00		1:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組編集時のミス。番組内の要所要所に約10秒の無音あり				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		該当番組時間中の対応は出来ず。								番組編集時の確認ミスが原因と思われる

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/16		8:55:00		1/18/16		9:07:00		0:12:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送出プログラム登録ミス。発生原因時刻から復旧時刻まで無音(12分)				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		放送音源切替、送出プログラム再登録								発生日が月曜日で、土日の番組Dataを登録していなかった為発生日のプログラムが読み込まれていなかった為に発生したものと思われる

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		2				○		2/1/16		9:30:00		2/1/16		10:20:00		0:50:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		登録番組データ異常。発生原因時刻から復旧時刻まで無音(50分)				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		放送音源切替								番組編集時の確認ミスが原因と思われる

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		2				○		2/11/16		12:30:00		2/11/16		13:30:00		1:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		送出プログラム登録ミス。発生原因時刻から復旧時刻まで無音(60分)				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		発生日が祝日であり、施設に常駐者がいなかった為、該当番組時間中の対応は出来ず。								通常生放送の番組であるが
該当日は祝日で収録番組を登録した際に区分を生放送→収録に切り替えていなかったことが原因と思われる

				四国 シコク		累 ルイ		香川 カガワ		西日本放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/2/15		5:17:59		10/2/15		5:19:12		0:00:49		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		CS送信地での集中豪雨による受信不能。				四放第4245号		高松局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧)				下位局５５局		1,031,660世帯				ＣＳ受信が出来ず、映像は黒味又はﾌﾞﾛｯｸﾉｲｽに、音声は無音となる（設備そのものの故障ではない）

				四国 シコク		累 ルイ		愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		親 オヤ		10				○		10/29/15		6:28:58		10/29/15		6:31:35		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		イベント作成ミスにより映像・音声不体裁（ｸﾞﾚｰ映像）を送出。設備故障なし。				四放第4229号		EBC松山DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		手動にてイベント操作して復旧。		全３９局		548,000世帯

				四国 シコク		注 チュウ		高知 コウチ		高知放送						R		プ		12				○		12/7/15		5:00:00		12/8/15		3:00:00		22:00:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		整合部のオーバーホール工事を放送開始時間までに完了できなかったため。				四放第18号		RKC中村R　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		放送機-ANT間の整合部		事業者が自ら対応(その他)		整合部のオーバーホール工事を実施したが、請負業者の施工ミスによりアンテナとの整合がとれずに減力放送。翌日深夜に放送休止し、原因究明、調整をし定格出力にて復旧。		なし		約1300世帯		単独 タンドク		減力放送となったが、中村市街のエリアにおいては聴取可を確認。

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エフエム徳島						FM		親 オヤ		12				○		12/18/15		17:10:10		12/18/15		17:10:35		0:00:25		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動放送運行装置の事前のイベント設定ミスにより、生放送中に無音となった。				四放第2987号		徳島局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		手動操作により放送復帰		阿南局、日和佐局、池田局		236,801世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛						FM		親 オヤ		1				○		1/21/16		9:31:45		1/21/16		9:32:10		0:00:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		APS（自動番組切替装置）のデジタル入力ユニットの故障。				四放第1226号		松山局　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し､穴埋BGMを自動送出。その後、番組送出場所を「スタジオ2」に変更し番組復帰。		四放第1239号。四放第1240号。四放第1241号。四放第2501号。四放第3212号。四放第4147号。四放第4157号。四放第5081号。		556,489世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		1				○		1/14/16		16:52:00		1/14/16		19:46:00		2:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10748号		NHK国上DG　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信部の故障		事業者が自ら対応(その他)		故障部品を交換し回復		なし		395世帯		共建 トモダテ		DEと共建。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日 マイニチ						DTV		親 オヤ		2				○		2/11/16		13:52:00		2/11/16		13:52:30		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		データ入力のミス。運行データ変更の連絡及び確認ミスで、音声の無音が発生。				九放第8893号		RKB福岡DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧)		次のデータにて正常に復旧。		九放第8932号、九放第8939号、九放第8976号、九放第9004号、九放第9009号、九放第9014号、九放第9140号、九放第9144号、九放第9175号、九放第9180号、九放第9187号、九放第9195号、九放第9200号、九放第9298号、九放第9453号、九放第9455号、九放第9457号、九放第9466号、九放第9538号、九放第9563号、九放第9567号、九放第9572号、九放第9666号、九放第9687号、九放第9688号、九放第9846号、九放第9859号、九放第9872号、九放第		2,089,363世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日 マイニチ						R		親 オヤ		2				○		2/27/16		13:23:27		2/27/16		13:27:50		0:04:23		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、音声コーデックが故障し、ほぼ無音状態となった。また約2秒周期の｢ブツッ｣というノイズが出ていたことで、予備回線へ自動切替しなかった。				九放第49号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		本社からのリモコン操作により、予備回線へ切替し音声が回復し放送復旧。更に、17時頃に故障した音声コーデックを代替機へ交換し正常運用状態に復旧。				2,975,239世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		福岡放送						DTV		中 チュウ		3				○		3/13/16		4:45:00		3/13/16		7:43:51		2:58:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送休止日による本社機器保守のため全局停波していた。放送開始時に、監視リモコンでは「放送中」となっていたが、C/N異常が発生しており、実際には放送中止状態となっていた。				九放第9179号		黒木局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		ﾏﾙﾁﾊﾟｽ等化器		事業者が自ら対応(系切替)		本社監視リモコンによる現用予備切替で正常復帰。緊急出向し、マルチパス等化器の故障が原因と判明。今後、故障機器をメーカーに送り詳細調査を行う。		九放第9864号。(上陽局)		2,559世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎放送						DTV		プ		1				○		1/6/16		10:32:46		1/6/16		10:43:30		0:10:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		本社側リモコン装置の故障で放送機に断続的なON/OFF制御が繰り返される誤動作が発生。				九放第8957号		NBC佐世保DTV　				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		放送機リモコン		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)		リモコン手動切替により放送復旧し、その後、故障したリモコン制御PCを交換して回復。		九放第9317号、九放第9334号、九放第9336号、九放第9518号、九放第9607号、九放第9608号、九放第9736号、九放第9753号、九放第9809号、九放第9810号、九放第9823号、九放第9824号、九放第9825号、九放第9943号、九放第10002号、九放第10006号、九放第10042号、九放第10253号、九放第10254号、九放第10330号、九放第10380号、九放第10381号、九放第10382号、九放第10715号、九放第10716号、九放第10787号、九放第10825号		約25万世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎文化放送						DTV		親 オヤ		1				○		1/22/16		23:16:59		1/22/16		23:17:08		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8881号		NCC長崎DTV 親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)		STL送信装置[QAM変調装置]		事業者が自ら対応(系切替)		予備系に自動で切り替わり復旧
(STL送信機1号⇒2号へ自動切替え)STL送信装置の故障した装置を代替装置と交換し、現用･予備の通常運用へ復旧		九放第8958号、九放第9697号、九放第9698号、九放第9062号、九放第9521号、九放第9318号、九放第9337号、九放第9338号、九放第9522号、九放第9610号、九放第9611号、九放第9612号、九放第9650号、九放第9739号、九放第10091号、九放第10409号、九放第10408号、九放第10333号、九放第9651号、九放第9652号、九放第9740号、九放第9836号、九放第9837号、九放第9813号、九放第9768号、九放第9838号、九放第9947号、九放第10030		約53万世帯		共建 トモダテ		信号断は1秒未満。STL送信機QAM変調器が故障したため、送信機までの各種変調装置が正常になるまで放送中断が９秒間発生した。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎文化放送						DTV		親 オヤ		3				○		3/5/16		10:48:16		3/5/16		10:48:40		0:00:24		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						九放第8881号		NCC長崎DTV 親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		番組送出装置		事業者が自ら対応(その他)		番組送出装置の出力が断となったため、手動運行を行いVTR装置で代替素材を放送。番組送出装置の電源供給が絶たれため電源を再投入し、番組送出システムを再起動し復旧。		九放第8958号、九放第9697号、九放第9698号、九放第9062号、九放第9521号、九放第9318号、九放第9337号、九放第9338号、九放第9522号、九放第9610号、九放第9611号、九放第9612号、九放第9650号、九放第9739号、九放第10091号、九放第10409号、九放第10408号、九放第10333号、九放第9651号、九放第9652号、九放第9740号、九放第9836号、九放第9837号、九放第9813号、九放第9768号、九放第9838号、九放第9947号、九放第10030		約53万世帯		共建 トモダテ		番組送出装置が正常に稼動するまでVTR装置から番組を送出し、一部番組表と異なる番組を送出した。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		親 オヤ		3				○		3/21/16		7:41:10		3/21/16		7:41:29		0:00:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所STL装置不具合				九放第8887号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替)		演奏所STL装置を1号から2号に切替復旧		鹿屋局　　　九放第9036号、串木野局　九放第9081号、薩摩出水局　九放第9283号、財部局　　九放第9371号、知名局　　九放第9227号、種子島局　　九放第9435号、与論局　　九放第9663号、牧園局　　九放第10034号、吹上永吉局　　九放第10070号、笠利南局　　九放第10203号、長島小浜局　　九放第10140号、名瀬朝仁局　　九放第10224号、住用北局　　九放第10438号、一湊局　　九放第10718号、西之表東局　　九放第10979号、山局　　九放第11297号、枕崎局　　九放第90		695,834世帯		単独 タンドク		エリア世帯数は鹿児島局と中継局（79局）の合計です。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		福岡 フクオカ		ドリームスエフエム						CFM		C親 オヤ		2				○		2/29/16		11:44:52		2/29/16		14:37:14		2:52:22		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						九放第8597号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応		回線パネルの交換		なし		25万世帯		単独 タンドク		停波の原因究明に時間を要した。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		長崎 ナガサキ		FMさせぼ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/1/15		3:33:00		12/1/15		7:00:00		3:27:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		音楽放送専用ＣＳチューナー故障によるもの				九放第9054号		ＦＭさせぼ親局				番組送出設備		番組送出設備(その他)		ＣＳチューナー		事業者が自ら対応(その他)		故障検知から復旧作業中に生放送開始時間となり、生放送へ移行、放送復旧。 フッキュウ		なし		約10万世帯		共建 トモダテ

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエム小国						CFM		C親 オヤ		1				○		1/23/16		6:00:00		1/23/16		7:30:00		1:30:00		設備故障 セツビコショウ		その他						九放第8554号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)		STL送信機電源部		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		ＦＭきりしま						CFM		C親 オヤ		10				○		10/9/15		6:08:47		10/9/15		7:28:27		1:19:40		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ONU（光回線終端装置）が停止していた。				九放第11358号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)		ONU		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				なし		約5万世帯		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		ＦＭきりしま						CFM		C親 オヤ		11				○		11/16/15		17:17:46		11/16/15		18:04:43		0:46:57		その他 ホカ		その他 ホカ		不明 フメイ				九放第11358号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		不明 フメイ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所の切換制御器のALMをリセットしたところ放送が復旧した。		なし		約5万世帯		単独 タンドク		原因を調査したが、特定できず。以後は発生していない。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/24/15		19:58:40		11/24/15		19:58:55		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						沖放第524号		エフエムみやこ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧		沖放第790号　エフエムみやこたらまちゅうけい		約20,000世帯 ヤクセタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/12/16		12:59:40		3/12/16		12:59:55		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						沖放第524号		エフエムみやこ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(設定変更))		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧		沖放第790号　エフエムみやこたらまちゅうけい		約20,000世帯 ヤクセタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ＦＭよみたん						CFM		C親 オヤ		10				○		10/9/15		21:24:00		10/9/15		21:41:00		0:17:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオ内電化製品使用による過電流によりブレーカーダウン				沖放第598号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		発電機を持ち込み対応し復旧する		なし		約26,000世帯 ヤクセタイ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ＦＭよみたん						CFM		C親 オヤ		12				○		12/4/15		19:00:00		12/4/15		19:53:00		0:53:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		フェーダーが上がっていなかったため、音楽が流れていなかった。本来人為的ミスを防ぐための無音探知機が作動せず、機械的なミスが重なった結果10分余りの放送事故が継続的に起きた。				沖放第598号		親局 オヤキョク				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送20秒無音後、無音検知器が作動、しかしCDデッキ作動後音楽がスタジオに行かずに無音状態が続く。役員より仲宗根へ不在着信が入る。リスナーからも比嘉へ放送停止状態の連絡が入る。スタッフから社長へ連絡後、スタジオへ向かう。スタジオに到着、AFのCMとスタジオの無音の繰り返し。CDデッキより音出し平常運行に戻る。		なし		約26,000世帯 ヤクセタイ				19時以降の番組が休みだったため夜間放送運行へ。スタッフ退社後の放送停止、本来人為的ミスを防ぐための無音探知機が作動せず、機械的なミスが重なった結果10分余りの放送事故が継続的に起きた。無音探知機が誤作動を起こしていたことが判明、なかなか作動する機会がなく開局から8年目で機器の劣化が原因だと思われる。よって代替機器を早速手配、近日中に交換を行う。
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①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

記載がなかったため、状況から判断

記載がなかったため、状況から判断

報告では「事業者が自ら対応（ハードウェア修復）」であったが、特に何も対処していないため、修正。

報告では「事業者が自ら対応（その他）」であったが、特に何も対処していないため、修正。

免許番号間違っている（北檜山中継局の免許番号、正しい番号不明）

札幌テレビの免許番号、正解は不明

札幌テレビと免許番号が同じ

札幌テレビと免許番号が同じ

NHK DEと免許番号だぶってる。

報告では「事業者が自ら対応（その他）」であったが、特に何も対処していないため、修正。

障害発生中も減力して放送を継続したため、重大事故としない。

データ放送は重大事故の対象外のため、重大事故としない

提出された報告書では「その他」となっていたが、他の報告と合わせるために「自然故障」に修正。

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書内容から判断

報告書では「その他」であったが、他の同様の事故と合わせるため「回線障害」に修正

報告書内容から判断

APSと送信機が共通ＰＣであり、そのＰＣがフリーズした。無音にならなかったのが重大事故の原因と判断し、故障設備を送信機とした。

11:24:11～11:24:16
11:57:03～11:57:03

9/28
14:51:07～14:51:28
14:52:17～11:52:26
15:36:33～15:37:01
15:37:10～15:37:24
15:39:54～15:40:12
15:41:01～15:41:16
9/29
15:19:26～15:19:40
15:30:10～15:30:24

5:14～5:29
5:31～5:32

3:47～4:16の間は放送休止のため、事故継続時間の計算から抜いた。

「事業者が自ら対応（その他）」となっていたが、自然復旧に変更。

報告書では「その他」だったが、内容から判断して修正。

報告書に記載なかったが、内容から判断

APSが故障したわけではないが、正しいデータが入力されていなかったことによる異常動作をしたと判断した。

(5:27:20)～ (5:27:33)
(5:30:03)～ (6:23:02)
(6:24:24)～ (6:24:30)
(6:24:38)～ (6:25:23)
(6:25:32)～ (6:31:09)

の計5回発生。

５回の障害が発生。2回目の15分以上継続しているため、重大事故とする。
(5:27:20)～ (5:27:33)
(5:30:03)～ (6:23:02)
(6:24:24)～ (6:24:30)
(6:24:38)～ (6:25:23)
(6:25:32)～ (6:31:09)

５回の障害が発生。1回目の15分以上継続しているため、重大事故の条件満たしているが、同日に重大事故が発生しているため、まとめて1件とする。
(18:47:11)～ (19:44:36)
(19:45:27) ～(19:48:24)
(22:12:59)～ (22:13:40)
(22:22:16)～ (22:22:31)
(22:28:10) ～(22:33:30)

報告書では「送信設備（送信機）」となっていたが、他放送局に合わせた。

報告書では「送信設備（送信機）」となっていたが、他放送局に合わせた。

報告書では「送信設備（送信機）」となっていたが、他放送局に合わせた。

報告書では「送信設備（送信機）」となっていたが、他放送局に合わせた。

19:45:00から放送休止時間6:19:55を引いた。

事故継続時間4:35から放送休止時間29分間を引いた。

3社まとめて1件とカウントする。

事故継続時間4:25から放送休止時間21分を引いた。

3社まとめて1件とカウントする。

事故継続時間4:25から放送休止時間22分を引いた。

設備の状況報告書では16:37となっているが、重大事故の報告書では16:47となっており、共建の琉球放送も16:47と報告しているので合わせた。

報告書では「停電」となっていたが、停電が発生した時点ではまだ事故となっていないので、発電機故障を事故原因とした。

報告書では「停電」となっていたが、停電が発生した時点ではまだ事故となっていないので、発電機故障を事故原因とした。

放送停止時間：
21:58:04～21:58:13
22:00:35～22:01:31
22:38:30～22:39:17

放送停止時間：
20:17:44～20:18:05
20:46:58～20:47:11

放送停止時間：
12:43:23～12:43:48
14:00:09～14:00:33
14:29:06～14:41:27

放送停止時間：
4:05:22～4:06:19
4:16:31～4:21:37

放送停止時間：
5:06:30～5:08:05
5:09:29～5:20:45

放送停止時間：
10:38:36～10:38:51
10:42:03～10:44:03

発生時刻5:17:59から復旧時刻5:19:12まで断続的に発生（合計49秒）

放送停止時間：
6:28:58～6;29:13
6:31:30～6:31:35

障害発生中も減力して放送を継続したため、重大事故としない。

報告書のままだが、テレビ北海道と免許番号が重複している。

報告書のままだが、テレビ北海道と免許番号が重複している。

放送停止時間：
6:17:51～6:17:53
6:27:43～6:27:44

放送停止時間：
14:12:18～14:12:27
14:45:21～14;45:30

発生時刻5:17:59から復旧時刻5:19:12まで断続的に発生（合計49秒）

放送停止時間：
断続的に発生、合計49秒

放送停止時間：
断続的に発生、合計49秒

総務省:

障害発生中も減力して放送を継続したため、重大事故としない。

放送停止時間：
13:03:04～13:03:42
13:50:23～13:50:32
14:45:50～14:46:01
14:49:07～14:49:14
計63秒

放送停止時間：
6:17:51～6:17:53
6:27:43～6:27:44

放送停止時間：
14:27:38～14:29:18
14:30:54～14:31:13
14:32:44～14:33:16
14:33:45～14:34:49
14:34:54～14:35:25
14:36:44～14:37:18
14:37:48～14:38:06

放送停止時間：
14:12:01～14:12:22
14:45:03～14:45:24

放送停止時間：
0:17:34～1:50:00
5:30:00～9:25:38
合計5:28;04

ワンセグのみ停波したため、「放送の業務に用いられる電気通信設備に係わる事務規程」に従い、重大事故としない。

映像・音声が途切れなかったため、重大事故の対象外。設備の状況報告書にも記載されていなかったが、リストには載せておく。

設備報告書では「自然故障」となっていたが、アンテナへの着雪が原因のため、「降雪」に変更した。

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
10:54:00～10:55:52
11:17:59～11:19:19

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
13:03:06～13:03:48
13:50:26～13:50:41
14:45:52～14:46:05
15:01:43～15:01:54

報告書では「その他の電気通信設備」となっていたが、報告内容にも度づいて修正

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
11:13:13～13:08:45
16:58:06～18:05:25
21:34:04～22:48:08

放送停止時間：
8:29:54～10:14:40
11:19:57～12:22:18
13:11:08～13:14:48

放送停止時間：
12:38:06～12:51:53
13:07:11～13:10:50

放送停止時間：
7:26:35～9:24:03
13:52:27～14:05:52

放送停止時間：
5:40:02～8:54:16
14:01:24～14:20:46
15:09:36～15:12:19

放送停止時間：
7:26:06～9:19:17
13:52:48～14:00:11
14:01:24～14:01:40

放送停止時間：
9:36:12～9:36:21
10:31:44～10:31:53

放送停止時間：
9:36:12～9:36:21
10:31:44～10:31:53

放送停止時間：
6:34:51～6:59:00
7:00:00～7:59:00
8:00:00～8:57:57

報告書では「番組送出設備（電源設備）」となっていたが、状況と合っていないので修正。

報告書では「その他」となっていたが、SDカード不具合が原因なので「設備故障」に修正した。

報告書では「番組送出設備（電源設備）」となっていたが、状況から判断して番組プログラムの入力ミス。

これ単体で重大事故相当であるが、先に発生した事故の対応中に連続発生しているため、まとめて１件とする。

5:30頃に手動送出で暫定対応したことをもって復旧したとみなす。

5:30頃に手動送出で暫定対応したことをもって復旧したとみなす。

5:30頃に手動送出で暫定対応したことをもって復旧したとみなす。

5:30頃に手動送出で暫定対応したことをもって復旧したとみなす。

映像・音声が乱れたわけではないため、重大事故とは扱わない。

送り元の東京マルチメディア放送側で1件とカウントする。

障害発生期間は74:17:59であるが、そのうち番組中断が発生したのは累積で4分30秒。

10月10日　14:02:01～14:02:15（14秒間）
 　　　　　14:02:20～14:02:29（09秒間）
　 　　　　16:02:39～16:03:18（39秒間）
 　　　　　16:03:52～16:04:03（11秒間）
 　　　　　16:07:37～16:07:48（11秒間）

10月11日及び12日　番組中断なし

10月13日　12:15:11～12:15:12（01秒間）
 　　　　　12:17:23～12:17:24（01秒間）
 　　　　　12:21:33～12:21:34（01秒間）
 　　　　　12:26:26～12:26:28（02秒間）
 　　　　　12:35:10～12:35:12（02秒間）
 　　　　　13:01:02～13:04:01（2分59秒間）
　番組中断時間（累積）
　　　４分３０秒間

(5:27:20)～ (5:27:33)
(5:30:03)～ (6:23:02)
(6:24:24)～ (6:24:30)
(6:24:38)～ (6:25:23)
(6:25:32)～ (6:31:09)

の計5回発生。 計0:59:40

これに、その後発生した重大事故継続時間1:06:38を加算し、2:06:18を集計では使用する。

熊本R2は500Wと大出力ではあるが、基幹放送用周波数使用計画では親局扱いではないため、重大事故ではない。

基幹放送用周波数使用計画に記載があるため、プラン局とする。

基幹放送用周波数使用計画に記載があるため、プラン局とする。

５分後にフィラー送出した
ため、重大事故としない

断続的に3回発生
15:44:02～15:51:58
15:55:07～15:59:06
16:31:57～16:36:14

断続的に４回発生
22:50:46～22:53:04
23:25:00～23:27:29
23:55:32～23:58:52
24:14:30～24:15:41

報告書では中継局となっていたが、事故内容から判断して親局に修正。



		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ		都道府県 トドウフケン		メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ

				北海道 ホッカイドウ

				東北 トウホク																																																				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ

				関東 カントウ												DTV																																								事業者が自ら対応（ソフトウエア修正） シュウセイ

				信越 シンエツ												FM																																								事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

				東海 トウカイ												CFM																				設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ																		事業者が自ら対応（その他） タ

				北陸 ホクリク												幹 ミキ		C親 オヤ																		自然災害 シゼンサイガイ		ソフトウェア不具合																		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

				近畿 キンキ												FCM		親 オヤ																		回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） セツビサイキドウ

				中国 チュウゴク												R		プ																		停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応（自然復旧） シゼンフッキュウ

				四国 シコク												般 ハン		中 チュウ						○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応（系切替） ケイキカ

				九州 キュウシュウ												MM																						人為的な要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応（ハードウェア修復）

				沖縄 オキナワ												短 タン																																		番組送出設備						他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		4				○		4/2/14		12:30:00		4/2/14		13:02:00		0:32:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		デジタルオーディオファイルの登録忘れ トウロクワス				中放11195号 チュウホウゴウ		エフエムハムスター				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		13:02～13:30:までは×音源を流して対応した。 オンゲンナガタイオウ

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		広島 ヒロシマ		FM東広島 ヒガシヒロシマ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/3/14		13:21:00		4/3/14		17:55:00		4:34:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		中継回線設備として使用している光ケーブルについて、工事車両が誤って接触し断線。				中放第12063号 チュウホウダイゴウ		ＦＭ東広島 ヒガシヒロシマ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		光回線ケーブル ヒカリカイセン		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		モニタリング作業中、放送停止を認知。通信会社が現地で修復作業を実施。		中放第１２０６４号。中放第１２０６９号。中放第１２０６８号。中放第１２０７３号。中放第１２０７４号。		約79,000 ヤク		単独 タンドク

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4						4/4/14		16:45:25		4/4/14		16:45:26		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 セキホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4						4/4/14		17:09:42		4/4/14		17:09:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				4				○		4/6/14		3:54:32		4/6/14		3:57:23		0:02:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		変調器		事業者が自ら対応（系切替）		3:54頃 音声の異常を認知。変調器を予備系統に切替え。								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/7/14		0:00:00		4/7/14		0:00:39		0:00:39		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		回線用コーデックの不具合 カイセンヨウフグアイ				北放第９号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他）		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ		北放第10号（函館）、北放第11号（釧路）、北放第12号（室蘭）、北放第13号（旭川）、北放第14号（帯広）、北放第16号（網走）、北放第２号（名寄）、北放第15号（北見）、北放第1464号（留萌）、北放第1465号（根室）、北放第1524号（苫小牧）、北放第1705号（稚内）、北放第2500号（江差）、北放第2501号（北檜山）、北放第2615号（遠軽）、北放第3242号（遠別） ゴウハコダテホクホウダイゴウクシロゴウムロランゴウアサヒカワゴウオビヒロゴウアバシリゴウナヨロゴウキタミゴウルモイゴウネムロゴウトマコマイゴウワッカナイゴウエサシゴウキタヒヤマゴウトオカルゴウトオベツ		2,417,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		親 オヤ		4						4/7/14		4:00:02		4/7/14		4:00:23		0:00:21		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		回線用コーデックの不具合 カイセンヨウフグアイ				北放第９号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ		北放第10号（函館）、北放第11号（釧路）、北放第12号（室蘭）、北放第13号（旭川）、北放第14号（帯広）、北放第16号（網走）、北放第２号（名寄）、北放第15号（北見）、北放第1464号（留萌）、北放第1465号（根室）、北放第1524号（苫小牧）、北放第1705号（稚内）、北放第2500号（江差）、北放第2501号（北檜山）、北放第2615号（遠軽）、北放第3242号（遠別） ゴウハコダテホクホウダイゴウクシロゴウムロランゴウアサヒカワゴウオビヒロゴウアバシリゴウナヨロゴウキタミゴウルモイゴウネムロゴウトマコマイゴウワッカナイゴウエサシゴウキタヒヤマゴウトオカルゴウトオベツ		2,417,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		親 オヤ		4						4/7/14		4:02:55		4/7/14		4:03:13		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		回線用コーデックの不具合 カイセンヨウフグアイ				北放第９号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ		北放第10号（函館）、北放第11号（釧路）、北放第12号（室蘭）、北放第13号（旭川）、北放第14号（帯広）、北放第16号（網走）、北放第２号（名寄）、北放第15号（北見）、北放第1464号（留萌）、北放第1465号（根室）、北放第1524号（苫小牧）、北放第1705号（稚内）、北放第2500号（江差）、北放第2501号（北檜山）、北放第2615号（遠軽）、北放第3242号（遠別） ゴウハコダテホクホウダイゴウクシロゴウムロランゴウアサヒカワゴウオビヒロゴウアバシリゴウナヨロゴウキタミゴウルモイゴウネムロゴウトマコマイゴウワッカナイゴウエサシゴウキタヒヤマゴウトオカルゴウトオベツ		2,417,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/7/14		7:00:00		4/7/14		12:20:00		5:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4361号 ホクホウダイゴウ		上士別中継局 カミシベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		NFBがトリップして停波、保守業者を緊急出向させて、NFBを再投入して復旧 テイハホシュギョウシャキンキュウシュッコウサイトウニュウフッキュウ				1,202		共建 キョウケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/7/14		7:02:54		4/7/14		7:02:55		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧）

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		親 オヤ		4				○		4/9/14		11:49:08		4/9/14		11:49:18		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6700号 トウホウダイゴウ		山形DTV ヤマガタ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		STL受信装置TSスイッチャー ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。 カンシソウチイジョウケンチ		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7366号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7901号。東放第8028号。		276,956		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						日本経済新聞社						般 ハン				4				○		4/9/14		15:45:00		4/9/14		15:48:10		0:03:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		映像メモリ送出機		事業者が自ら対応（その他）		ニュースサブの映像メモリ送出機の不具合により断続的に音声が乱れた。障害発生1分8秒後より「しばらくお待ちください」の画面を表示（2分2秒）。その後、音声の回復を確認して正常放送に復帰。								日経ＣＮＢＣ     機器メーカーに映像メモリー送出機の障害解析をさせ、改修を行った。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4				○		4/10/14		15:56:52		4/10/14		15:56:58		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムラジオ新潟 ニイガタ						FM		親 オヤ		4				○		4/11/14		14:51:51		4/11/14		14:52:13		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ						信放第1847号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（音声調整装置） バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ		スタジオ音声調整卓 オンセイチョウセイタク		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		再起動後に復旧 サイキドウゴフッキュウ		信放第1848号、信放第1849号、信放第2178号、信放第3013号、信放第3014号、信放第3120号、信放第3122号 シンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウ		791,635		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/13/14		9:20:00		4/13/14		13:30:00		4:10:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4826号 ホクホウダイゴウ		えりも中継局 チュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ				北放第4287号（庶野中継局）、北放第4816号（えりも沢町） ホクホウダイゴウショノチュウケイキョクホクホウダイゴウサワマチ		2,070		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:37:31		0:01:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4080号 ホクホウダイゴウ		喜茂別中継局 キモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ		北放4092号 ホクホウゴウ		1,124		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:37:31		0:01:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4081号 ホクホウダイゴウ		喜茂別中継局 キモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ		北放4098号 ホクホウゴウ		1,124		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:37:31		0:01:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4082号 ホクホウダイゴウ		喜茂別中継局 キモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ		北放4795号 ホクホウゴウ		1,124		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:37:31		0:01:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4079号 ホクホウダイゴウ		喜茂別中継局 キモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ		北放第4100号 ホクホウダイゴウ		1,124		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:38:14		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:38:14		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4098号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:38:14		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:55		4/14/14		4:38:14		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4100号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/14/14		4:35:56		4/14/14		6:34:33		1:58:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4265号 ホクホウダイゴウ		寿都中継局 コトブキミヤコチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				1,413		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:56		4/14/14		6:34:33		1:58:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4266号 ホクホウダイゴウ		寿都中継局 コトブキミヤコチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				1,413		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:56		4/14/14		6:34:33		1:58:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4268号 ホクホウダイゴウ		寿都中継局 コトブキミヤコチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				1,413		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		4:35:56		4/14/14		6:34:33		1:58:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4270号 ホクホウダイゴウ		寿都中継局 コトブキミヤコチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				1,413		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/14/14		5:15:00		4/14/14		6:34:33		1:19:33		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4272号 ホクホウダイゴウ		寿都中継局 コトブキミヤコチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				1,413		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						車両スポーツ映像						般 ハン				4				○		4/14/14		12:43:01		4/14/14		12:51:08		0:08:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		ﾌﾚｰﾑｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞ		事業者が自ら対応（系切替）		12:43頃 音声の無音を認知。ﾌﾚｰﾑｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞを予備系統へ切替え。								#390（（ケイリンライブ）SPEEDチャンネル）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		4				○		4/16/14		5:23:41		4/16/14		5:23:48		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による高圧線の障害 トウボクコウアツセンショウガイ				北放第16号 ホクホウダイゴウ		網走ラジオ局 アバシリキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				95,968		単独 タンドク

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4						4/16/14		15:40:42		4/16/14		15:40:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		親 オヤ		4				○		4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第1220号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ		北放第1434号（大通局）、北放第3641号（小樽局） ホクホウダイゴウオオドオキョクホクホウダイゴウオタルキョク		1,446,015		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第1221号 ホクホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ				171,167		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第1468号 ホクホウダイゴウ		函館局 ハコダテキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ				156,730		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第2547号 ホクホウダイゴウ		室蘭局 ムロランキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ		北放第3641号 ホクホウダイゴウ		118,006		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第1976号 ホクホウダイゴウ		帯広局 オビヒロキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ				129,411		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第2241号 ホクホウダイゴウ		釧路局 クシロキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ				91,468		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		1:00:15		4/21/14		1:02:47		0:02:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		演奏所送出設備障害のため エンソウジョソウシュツセツビショウガイ				北放第2513号 ホクホウダイゴウ		網走局 アバシリキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		代替設備にて運用 ダイガエセツビウンヨウ		北放第2512号（北見局） ホクホウダイゴウキタミキョク		96,396		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		親 オヤ		4				○		4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第1220号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ		北放第1434号（大通局）、北放第3641号（小樽局） ホクホウダイゴウオオドオキョクホクホウダイゴウオタルキョク		1,446,015		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第1221号 ホクホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ				171,167		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第1468号 ホクホウダイゴウ		函館局 ハコダテキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ				156,730		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第2547号 ホクホウダイゴウ		室蘭局 ムロランキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ		北放第3641号 ホクホウダイゴウ		118,006		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第1976号 ホクホウダイゴウ		帯広局 オビヒロキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ				129,411		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第2241号 ホクホウダイゴウ		釧路局 クシロキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ				91,468		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		4						4/21/14		23:55:00		4/21/14		23:55:28		0:00:28		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スタジオミキサー卓操作ミス タクソウサ				北放第2513号 ホクホウダイゴウ		網走局 アバシリキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに対する補正作業の実施により復旧 ソウサタイホセイサギョウジッシフッキュウ		北放第2512号（北見局） ホクホウダイゴウキタミキョク		96,396		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4				○		4/22/14		14:30:30		4/22/14		14:30:50		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スイッチャーのスイッチングミス										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		スイッチャーのスイッチングミス		事業者が自ら対応（その他）		映像：スタジオ風景、音声：無音が発生。スタジオに戻って番組を再開。								#212（QVC（キューヴィーシー））

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				4						4/22/14		14:30:30		4/22/14		14:30:50		0:00:20		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		スイッチャーのスイッチングミス										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		スイッチャーのスイッチングミス		事業者が自ら対応（その他）		スタジオに戻り、番組を再開。								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/24/14		0:00:00		4/24/14		5:17:33		5:17:33		停電 テイデン		停電 テイデン		発電所のトラブル ハツデンショ				北放第4637号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		16:38:09		4/24/14		17:41:38		1:03:29		停電 テイデン		停電 テイデン		発電所のトラブル ハツデンショ				北放第4637号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		16:38:09		4/24/14		17:41:38		1:03:29		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4638号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		16:38:09		4/24/14		17:41:38		1:03:29		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4639号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		16:38:09		4/24/14		17:41:38		1:03:29		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4640号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		20:36:38		4/25/14		0:50:42		4:14:04		停電 テイデン		停電 テイデン		発電所のトラブル ハツデンショ				北放第4637号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		20:36:38		4/25/14		0:50:42		4:14:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4638号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		20:36:38		4/25/14		0:50:42		4:14:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4639号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/24/14		20:36:38		4/25/14		0:50:42		4:14:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4640号 ホクホウダイゴウ		船泊中継局 フナドマリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				432		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/25/14		14:46:40		4/25/14		15:36:11		0:49:31		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4560号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 シベチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/25/14		14:46:40		4/25/14		15:36:11		0:49:31		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4561号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 シベチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/25/14		14:46:40		4/25/14		15:36:11		0:49:31		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4562号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/25/14		14:46:40		4/25/14		15:36:11		0:49:31		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4564号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				東北 トウホク				岩手 イワテ		エフエムいわぬま						CFM		C親 オヤ		4				○		4/26/14		7:11:49		4/26/14		8:10:10		0:58:21		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第2604号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		予備のコーデックと交換 ヨビコウカン				概15,000世帯 オオムセタイ				６／４コーデック入れ替え イカ

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		富山エフエム トヤマ						FM		親 オヤ		4				○		4/27/14		8:09:08		4/27/14		8:09:54		0:00:46		停電 テイデン		停電 テイデン		UPS（無停電電源装置）が設置されていないため、自家発電機が立ち上がるまでの間、46秒間停波。				陸放第770号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ				陸放第822号（宇奈月中継局）、陸放第1398号（福光中継局） リクホウダイゴウウナヅキチュウケイキョクリクホウダイゴウフクヒカリチュウケイキョク		421,070				UPS（無停電電源装置）を導入予定 ムテイデンデンゲンソウチドウニュウヨテイ

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		DARAZコミュニティ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/27/14		13:10:43		4/27/14		13:21:59		0:11:16		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		演奏所停電に伴う対応をしている間に、外部中継番組の回線が途切れたことに気づかぬまま無音状態となった（但し電波の送出は問題なし）				中放第11712号 チュウホウダイゴウ		DARAZ FM				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		外部中継番組に使用しているインターネット回線用のルーターをマスターへ移し、電源供給を改善、マスター勤務のスタッフへ周知徹底

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		石垣コミュニティエフエム イシガキ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/27/14		19:10:00		4/27/14		22:36:00		3:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						沖放第575号 オキホウダイゴウ		FMいしがき				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		IPコーデック		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		モニター中故障検知。現地出向し、予備機と交換。				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/28/14		5:30:00		4/28/14		9:10:00		3:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信系給電線の接触不良 ジュシンケイキュウデンセンセッショクフリョウ				北放第4657号 ホクホウダイゴウ		幾寅中継局 イクトラチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に緊急出向して修理を行い復旧 ゲンチキンキュウシュッコウシュウリオコナフッキュウ				886		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/28/14		5:30:00		4/28/14		9:10:00		3:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信系給電線の接触不良 ジュシンケイキュウデンセンセッショクフリョウ				北放第4659号 ホクホウダイゴウ		幾寅中継局 イクトラチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に緊急出向して修理を行い復旧 ゲンチキンキュウシュッコウシュウリオコナフッキュウ				886		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/28/14		5:30:00		4/28/14		9:10:00		3:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4915号 ホクホウダイゴウ		幾寅中継局 イクトラチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に緊急出向して修理を行い復旧 ゲンチキンキュウシュッコウシュウリオコナフッキュウ				886		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4						4/28/14		5:30:00		4/28/14		16:24:45		10:54:45		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信系給電線の接触不良 ジュシンケイキュウデンセンセッショクフリョウ				北放第4658号 ホクホウダイゴウ		幾寅中継局 イクトラチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に緊急出向して修理を行い復旧 ゲンチキンキュウシュッコウシュウリオコナフッキュウ				886		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/28/14		16:23:53		4/28/14		16:24:45		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン		柱上トランス１次側の不良 ハシラウエジガワフリョウ				北放第4560号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 シベチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/28/14		16:23:53		4/28/14		16:24:45		0:00:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信系給電線の接触不良 ジュシンケイキュウデンセンセッショクフリョウ				北放第4660号 ホクホウダイゴウ		幾寅中継局 イクトラチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に緊急出向して修理を行い復旧 ゲンチキンキュウシュッコウシュウリオコナフッキュウ				886		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/28/14		16:23:53		4/28/14		16:24:45		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4562号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送 ズシハヤマホウソウ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/30/14		1:19:22		4/30/14		6:03:48		4:44:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		山頂の送信所の分配増幅器の電源障害 サンチョウソウシンジョブンパイゾウフクキデンゲンショウガイ				関放第3594号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		分配増幅器 ブンパイゾウフクキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		分配増幅器を経由せず、コーデックから送信機に直接接続した。				約80,000 ヤク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○		5/1/14		9:38:16		5/1/14		9:38:17		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/1/14		10:57:41		5/1/14		11:17:03		0:19:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		系統切替器		事業者が自ら対応（系切替）		10:57:41 出力1の障害を確認。
11:17:03 出力1との接続をケーブルで出力2に変更しし復旧。								#571（日テレNEWS24）

				本省 ホンショウ						SCサテライト放送 ホウソウ						幹 カン				5						5/1/14		10:57:41		5/1/14		11:17:03		0:19:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		系統切替器 ケイトウキリカエキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		本命系統と冗長系統の両信号が正常であることを確認し、出力1の障害と判断。出力2が正常であることを確認。迂回信号経路用のｹｰﾌﾞﾙを準備し、出力2へと接続変更して1次復帰。

				本省 ホンショウ						日本テレビ放送網						般 ハン				5						5/1/14		10:57:41		5/1/14		11:17:03		0:19:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		系統切替器		事業者が自ら対応（系切替）		本命系統と冗長系統の両信号が正常であることを確認し、出力1の障害と判断。出力2が正常であることを確認。迂回信号経路用のケーブルを準備し、出力2へと接続変更して1次復帰。								該当ch：571ch(日テレNEWS24)　　　　　　G+については、報告事項なし

				本省 ホンショウ						アニマックス						幹 カン				5				○		5/1/14		12:18:22		5/1/14		12:18:23		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（系切替）		11:36 監視用受信機にて選局時に映像表示が遅れることを認知。12:18:22 エンコーダ設備を予備系統に切替え、復旧。								#236 BSアニマックス

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		5				○		5/1/14		15:05:54		5/1/14		15:06:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第67号 ホクホウダイゴウ		遠別R1 トオベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				21,189		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		5						5/1/14		15:05:54		5/1/14		15:06:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第68号 ホクホウダイゴウ		遠別R2 トオベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				9,444		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		5				○		5/1/14		22:50:53		5/1/14		22:51:04		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第33号 キンホウダイゴウ		古座R1 コザ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		予備電源（非常用発電機）に切り替えて回復。				約24,000 ヤク		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		5						5/1/14		22:50:53		5/1/14		22:51:04		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第38号 キンホウダイゴウ		古座R2 コザ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		予備電源（非常用発電機）に切り替えて回復。				約24,000 ヤク		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5				○		5/2/14		12:15:37		5/2/14		12:15:38		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				本省 ホンショウ						アトスインターナショナル						般 ハン				5						5/2/14		17:50:20		5/2/14		18:00:00		0:09:40		その他		その他												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応（自然復旧）		17:50:20 公衆回線を利用した簡易中継システムでの中継放送中、回線状態の悪化により断続的に映像静止・音声無音が発生。
17:51:20 代替番組を一時的に放送。
18:00:00 回線状態が良好となったため、中継放送を再開.
18:00:23 再度映像静止・音声無音が再度発生したため、代替番組を一時的に放送。
18:43:00 回線状態が良好となったため、中継放送再開。								Music Japan TV

				本省 ホンショウ						アトスインターナショナル						般 ハン				5				○		5/2/14		18:00:23		5/2/14		18:43:00		0:42:37		その他		その他												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応（自然復旧）		17:50:20 公衆回線を利用した簡易中継システムでの中継放送中、回線状態の悪化により断続的に映像静止・音声無音が発生。
17:51:20 代替番組を一時的に放送。
18:00:00 回線状態が良好となったため、中継放送を再開.
18:00:23 再度映像静止・音声無音が再度発生したため、代替番組を一時的に放送。
18:43:00 回線状態が良好となったため、中継放送再開。								Music Japan TV

				東北 トウホク				岩手 イワテ		ラヂオもりおか						CFM		C親 オヤ		5				○		5/4/14		17:00:00		5/4/14		17:50:00		0:50:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6160号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		コーデック		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		南海放送 ナンカイホウソウ						DTV		中 チュウ		5				○		5/6/14		16:25:00		5/6/14		19:08:00		2:43:00		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4351号 シホウダイゴウ		石城DTV イシシロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		5月4日商用電力引き込み線の断線が発生し、非常用発電機が起動したが、本社への通報装置が正常に機能しなかったため、5月6日に発電機が燃料切れで停止し、停波事故が発生した。6日の停電通報により現地に出向し、仮設発電機で電力を供給し放送を仮復旧させた。その後、四国電力が断線を修理して20時に完全復旧した。		四放第5013号（宇和正信DTV） シホウダイゴウウワマサノブ		940		共建 キョウケン		申請世帯は4262世帯だが、当該ｴﾘｱは宇和局と石城局の放送区域が重複していることに加えてCATV加入世帯も多く、影響を受けた世帯数は申請世帯より大幅に軽減される。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛 エヒメ						DTV		中 チュウ		5						5/6/14		16:25:00		5/6/14		19:08:00		2:43:00		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4374号 シホウダイゴウ		石城DTV イシシロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		5月6日16時25分の停電通報により現地に出向し、仮設発電機にて復旧させた。その後、四国電力が停電を復旧させ、20時に正常となった。		四放第４３７４号、四放第４４７６号、四放第５０１８号		8,078		共建 キョウケン		RNBと共建設備 キョウケンセツビ

				本省 ホンショウ						松竹ブロードキャスティング						幹 カン				5				○		5/11/14		6:14:23		5/11/14		6:24:06		0:09:43		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		プレイアウト設備 セツビ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		手動にて系統を予備系に切り替え、正常な状態に復旧。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		横手コミュニティＦＭ放送 ヨコテホウソウ						CFM		中 チュウ		5				○		5/13/14		3:29:00		5/13/14		11:45:00		8:16:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8526号 トウホウダイゴウ		よこてかまくらエフエム大森中継局 オオモリチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。現地受信モニターにより異常確認。予備送信機と交換。				5,500		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						GSTV						般 ハン				5				○		5/13/14		4:00:00		5/13/14		4:07:28		0:07:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				電気通信事業者が対応		演奏所ＶＴＲ送出にて故障検知。予備と交換。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/13/14		7:00:00		5/13/14		7:21:30		0:21:30		設備故障 セツビコショウ		その他		DSK装置の位相設定値のズレ										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		DSK装置		事業者が自ら対応（系切替）		(1)予備系等に切替。
(2)DSK装置の位相設定の調整。								#658（Mnet HD）

				本省 ホンショウ						CJ E&M Japan						般 ハン				5						5/13/14		7:00:00		5/13/14		7:21:30		0:21:30		設備故障 セツビコショウ		その他		DSK装置の位相設定値のズレ										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		DSK装置		事業者が自ら対応（系切替）		(1)予備系等に切替。
(2)DSK装置の位相設定の調整。								M COUNTDOWN in JAPAN　・映像の同期ズレ、ノイズ
　・断続的な音声ノイズ

				近畿 キンキ		重 ジュウ		大阪 オオサカ		ラヂオきしわだ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/13/14		8:03:09		5/13/14		10:23:56		2:20:47		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		演奏所から送信所までの中継回線であるＮＴＴ回線の伝送ケーブルの切断事故。				近放第102673号 キンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島ホームテレビ ヒロシマ						DTV		中 チュウ		5				○		5/14/14		8:30:00		5/14/14		10:12:00		1:42:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10787号 チュウホウダイゴウ		HOME府中中継局 フチュウチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		IF遅延装置 チエンソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ								共建 キョウケン		SFN破綻、影響はフリンジ付近の一部で影響世帯数は少なかった。 ハジョウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5				○		5/16/14		5:23:38		5/16/14		5:23:46		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第668号 ホクホウダイゴウ		STV網走放送局 アバシリホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				約100,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		5				○		5/16/14		5:23:41		5/16/14		5:23:50		0:00:09		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2513号 ホクホウダイゴウ		網走局 アバシリキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ		北放第2512号（北見局） ホクホウダイゴウキタミキョク		96,396		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						日本経済新聞社						般 ハン				5				○		5/16/14		13:30:00		5/16/14		13:36:00		0:06:00		その他 ホカ		他の事業者による要因												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組供給元のCNBC Asia（シンガポール）の送出設備		電気通信事業者が対応		CNBC Asia（シンガポール）からの受信映像が黒味になり、音声が無音となった。障害発生10秒後よりお詫びテロップを表示（5分50秒）すると共に、同21秒後より代替映像を送出（5分39秒）。その後、シンガポールからの受信映像・音声の回復を確認して通常放送に復帰させた。								日経ＣＮＢＣ　　　CNBC Asia（シンガポール）のマスター設備の電源トラブルと報告があった。

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		福井街角放送 フクイマチカドホウソウ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/17/14		4:11:40		5/17/14		10:04:50		5:53:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2163号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出装置（その他） バングミソウシュツソウチホカ		コンプレッサー／リミッター		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		異常感知後、応急措置にて放送音声を回復させ、そののち当該故障機材を交換した				約54,000 ヤク		単独 タンドク		モニター体制に不備があったため異常の感知が遅くなった

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		エフエムもりぐち						CFM		C親 オヤ		5				○		5/18/14		17:30:00		5/18/14		18:00:00		0:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		逆位相で放送 ギャクイソウホウソウ				近放第5690号 キンホウダイゴウ						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										放送番組素材が逆位相で録音されていたため ホウソウバングミソザイギャクイソウロクオン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				シー・ティ・ビー・エス						幹 カン				5				○		5/20/14		0:00:00		5/20/14		0:13:09		0:13:09		その他 ホカ		その他 ホカ		番組素材ファイルの音声データがデータコピー時に破損。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視用設備にて音声の異常を認知。別素材ファイルを送出することで復帰。

				本省 ホンショウ						シー・ティ・ビー・エス						幹 カン				5						5/20/14		11:34:42		5/20/14		11:39:21		0:04:39		その他 ホカ		その他 ホカ		番組素材ファイルの音声データがデータコピー時に破損。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視用設備にて音声の異常を認知。別素材ファイルを送出することで復帰。

				本省 ホンショウ						シー・ティ・ビー・エス						幹 カン				5						5/20/14		11:39:21		5/20/14		11:47:51		0:08:30		その他 ホカ		その他 ホカ		番組素材ファイルの音声データがデータコピー時に破損。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視用設備にて音声の異常を認知。別素材ファイルを送出することで復帰。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		5				○		5/20/14		17:43:54		5/20/14		22:27:00		4:43:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10653号 キュウホウダイゴウ		御所浦DE ゴショウラ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		受信設備 ジュシンセツビ		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備部品と交換。				651		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				5				○		5/20/14		20:08:46		5/20/14		20:25:33		0:16:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送プログラム信号をTS信号に圧縮符号化するエンコーダ装置の故障により障害発生時間中に受信開始した視聴者に復調できない状況となった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカ		故障していたエンコーダとは別エンコーダ系統に切り替えて復旧LSIを含む回路を交換して復旧								重大事故報告提出（平成26年6月19日）および立ち入り検査実施（平成26年7月17日実施）。故障したエンコーダについては、内部のLSIを含む回路を交換して平成26年7月25日修理完了。

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スカパーJSAT						幹 カン				5				○		5/22/14		0:00:00		5/22/14		0:02:41		0:02:41		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				5						5/22/14		19:24:00		5/22/14		19:24:29		0:00:29		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				5						5/22/14		19:27:31		5/22/14		19:29:43		0:02:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		親 オヤ		5				○		5/23/14		21:00:00		5/23/14		21:16:00		0:16:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8880号 キュウホウダイゴウ		熊本局 クマモトキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		フレイムシンクロナイザー		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		異常に気付いた担当者が原因を特定して系統を切り替えた。		プラン九放第8985号。プラン九放第8986号。九放第9115号。九放第9206号。九放第9154号。九放第9153号。九放第9375号。九放第9416号。九放第10039号。九放第10038号。九放第9730号。九放第9376号。九放第10619号。九放第10107号。九放第10108号。九放第9843号。九放第9972号。九放第9165号。九放第9901号。九放第10679号。九放第10302号。九放第9379号。九放第9418号。九放第9511号。九放第10461号。九放第9373号。九放第9732		約1,000,000 ヤク		単独 タンドク		第2音声(英語版)が断となった。　（映像、第1音声(日本語吹き替え)は正常)

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		5				○		5/24/14		6:39:30		5/24/14		6:40:44		0:01:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ローカルニュース中に音声脱落 チュウオンセイダツラク				東放第6663号 トウホウダイゴウ		TBC仙台DTV センダイ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		スタジオ音声調整装置 オンセイチョウセイソウチ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		ネットニュースに切り替えて対処、故障機器は修理。 キカタイショ		東放第6923号、東放第7150号、東放第7156号、東放第7175号、東放第7224号、東放第7254号、放第7520号、東放第7843号、東放第7849号、東放第7855号、東放第7863号、東放第7869号、東放第7881号、東放第7886号、東放第8405号、東放第8436号、東放第8512号、東放第6730号、東放第6914号、東放第6956号、東放第7049号、東放第7144号、東放第7247号、東放第7260号、東放第7506号、東放第7564号、東放第7574号、東放第7705号、東放第7		約940,000 ヤク		共建 キョウケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		TBSテレビ						DTV		親 オヤ		5				○		5/25/14		3:03:39		5/25/14		3:04:02		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		TBSにおいて主調整室の同期信号発生器が故障。映像・音声信号が断となった シュチョウセイシツドウキシンゴウハッセイキコショウエイゾウオンセイシンゴウダン				関放第5747号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（基準信号発生装置） ホウソウキョクソウシンセツビキジュンシンゴウハッセイソウチ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		予備系統に切替え復旧 ヨビケイトウキリカフッキュウ		全局 ゼンキョク		約18,000,000 ヤク				TBSテレビの放送対象区域全域 ホウソウタイショウクイキゼンイキ

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/28/14		12:44:57		5/28/14		13:00:07		0:15:10		その他 ホカ		人為的な要因		字幕ファイルのタイムコードの誤設定により、字幕送出装置の誤動作を招いた。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		字幕送出装置		事業者が自ら対応（自然復旧）										#658（Mnet HD）

				本省 ホンショウ						CJ E&M Japan						般 ハン				5						5/28/14		12:44:57		5/28/14		13:00:07		0:15:10		その他 ホカ		人為的な要因		字幕ファイルのタイムコードの誤設定により、字幕送出装置の誤動作を招いた。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		字幕送出装置		事業者が自ら対応（自然復旧）										ずっともっとMnet、4つのショー　　字幕の誤送出

				東北 トウホク				岩手 イワテ		カシオペア市民情報ネットワーク シミンジョウホウ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/29/14		9:58:09		5/29/14		10:38:21		0:40:12		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						東放第6709号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ				東放第8738号、東放第8758号						業者によるｴﾝｺｰﾀﾞｰ交換時、電源ｺﾝｾﾝﾄに触れ誤抜。御返地中継局ｴﾘｱを除き、停波。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		5				○		5/29/14		14:44:55		5/29/14		16:42:00		1:57:05		その他 ホカ		その他 ホカ		放送機分電盤に蟻が侵入し漏電検知によりFM放送機用MCCBがトリップし停波				沖放第28号 オキホウダイゴウ		今帰仁FM ナキジン				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		放送機分電盤に蟻が侵入し漏電検知によりFM放送機用MCCBがトリップし停波。緊急出向しMCCB再投入して回復				37,844				VICSと共用 キョウヨウ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター イッパンザイダンホウジンドウロコウツウジョウホウツウシン						FCM		中 チュウ		5						5/29/14		14:44:55		5/29/14		16:42:00		1:57:05		その他 ホカ		その他 ホカ		放送機分電盤に蟻が侵入し漏電検知によりFM放送機用MCCBがトリップし停波				沖放第472号 オキホウダイゴウ		VICS今帰仁 ナキジン				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		放送機分電盤に蟻が侵入し漏電検知によりFM放送機用MCCBがトリップし停波。NHKが緊急出向しMCCB再投入して回復				37,844		共建 キョウケン		NHK-FMと共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/14		18:39:47		5/30/14		2:41:08		0:22:30		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第730号 オキホウダイゴウ		東江DTV ヒガシエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局（今帰仁DTV）の送信電波不安定により放送休止。自然復旧。				13,013		共建 キョウケン		今帰仁DTVと同時間帯に発生、復旧。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/14		18:40:14		5/30/14		3:05:12		1:00:00		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第674号 オキホウダイゴウ		伊是名西DTV イゼナニシ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局（今帰仁DTV）の送信電波不安定により放送休止。自然復旧。				527		共建 キョウケン		今帰仁DTVと同時間帯に発生、復旧。

				沖縄 オキナワ		累 ルイ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		プ		5				○		5/30/14		0:00:00		5/30/14		0:00:04		0:00:04		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第587号 オキホウダイゴウ		今帰仁DTV ナキジン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		中継回線(多野TTL）の受信レベル変動等によりＴＳ信号が正常に変調されず送信電波が不安定となり休止。TTL回線（受信レベル）復旧とともに自然復旧。		沖放第674、沖放第675、沖放第692、沖放第714、沖放第725、沖放第730、沖放第732		33,400		共建 キョウケン		(RBC,QAB共建）多野TTL固定局の機器はすぐに復旧しておりTTL回線の異常伝搬等の外的要因が原因と想定される。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		5				○		5/30/14		0:44:41		5/30/14		0:44:50		0:00:09		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第729号 オキホウダイゴウ		恩納DTV オンナ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		機器異常検出されず。機器的要因ではなく外的要因（フェージング等）の可能性が想定される。				1,592		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		1:04:33		5/30/14		2:41:14		1:36:41		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第731号 オキホウダイゴウ		東江DTV ヒガシエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局である多野TTLの中継回線の受信レベル変動に伴い今帰仁DTV送信電波が不安定になり放送休止。レベル回復により自然復旧。				13,013		共建 キョウケン		機器異常検出されず。機器的要因ではなく外的要因（フェージング等）の可能性が想定される。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		1:06:19		5/30/14		2:56:05		1:49:46		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第673号 オキホウダイゴウ		伊是名西DTV イゼナニシ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局である多野TTLの中継回線の受信レベル変動に伴い今帰仁DTV送信電波が不安定になり放送休止。レベル回復により自然復旧。				527		共建 キョウケン		機器異常検出されず。機器的要因ではなく外的要因（フェージング等）の可能性が想定される。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		1:31:14		5/30/14		2:56:05		1:24:51		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第713号 オキホウダイゴウ		運天原DTV ウンテンハラ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局である多野TTLの中継回線の受信レベル変動に伴い今帰仁DTV送信電波が不安定になり放送休止。レベル回復により自然復旧。				113		共建 キョウケン		機器異常検出されず。機器的要因ではなく外的要因（フェージング等）の可能性が想定される。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		2:16:50		5/30/14		2:17:31		0:00:41		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第733号 オキホウダイゴウ		数久田DTV カズクタ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局である多野TTLの中継回線の受信レベル変動に伴い今帰仁DTV送信電波が不安定になり放送休止。レベル回復により自然復旧。				725		共建 キョウケン		機器異常検出されず。機器的要因ではなく外的要因（フェージング等）の可能性が想定される。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		2:18:22		5/30/14		2:18:31		0:00:09		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第732号 オキホウダイゴウ		数久田DTV カズクダ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局（今帰仁DTV）の送信電波不安定により放送休止。自然復旧。				728		共建 キョウケン		今帰仁DTVと同時間帯に発生、復旧。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		2:18:26		5/30/14		2:18:32		0:00:06		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第725号 オキホウダイゴウ		呉我DTV クレガ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局（今帰仁DTV）の送信電波不安定により放送休止。自然復旧。				195		共建 キョウケン		今帰仁DTVと同時間帯に発生、復旧。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		2:18:26		5/30/14		2:40:38		0:00:12		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第714号 オキホウダイゴウ		運天原DTV ウンテンハラ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		上位局（今帰仁DTV）の送信電波不安定により放送休止。自然復旧。				113		共建 キョウケン		今帰仁DTVと同時間帯に発生、復旧。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		プ		5						5/30/14		2:40:06		5/30/14		2:40:08		0:00:02		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第587号 オキホウダイゴウ		今帰仁DTV ナキジン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		中継回線(多野TTL）の受信レベル変動等によりＴＳ信号が正常に変調されず送信電波が不安定となり休止。TTL回線（受信レベル）復旧とともに自然復旧。		沖放第674、沖放第675、沖放第692、沖放第714、沖放第725、沖放第730、沖放第732		33,400		共建 キョウケン		(RBC,QAB共建）多野TTL固定局の機器はすぐに復旧しておりTTL回線の異常伝搬等の外的要因が原因と想定される。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		プ		5						5/30/14		2:40:21		5/30/14		2:40:22		0:00:01		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第587号 オキホウダイゴウ		今帰仁DTV ナキジン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		中継回線(多野TTL）の受信レベル変動等によりＴＳ信号が正常に変調されず送信電波が不安定となり休止。TTL回線（受信レベル）復旧とともに自然復旧。		沖放第674、沖放第675、沖放第692、沖放第714、沖放第725、沖放第730、沖放第732		33,400		共建 キョウケン		(RBC,QAB共建）多野TTL固定局の機器はすぐに復旧しておりTTL回線の異常伝搬等の外的要因が原因と想定される。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		プ		5						5/30/14		2:40:28		5/30/14		2:40:29		0:00:01		その他 ホカ		その他 ホカ						沖放第587号 オキホウダイゴウ		今帰仁DTV ナキジン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		中継回線(多野TTL）の受信レベル変動等によりＴＳ信号が正常に変調されず送信電波が不安定となり休止。TTL回線（受信レベル）復旧とともに自然復旧。		沖放第674、沖放第675、沖放第692、沖放第714、沖放第725、沖放第730、沖放第732		33,400		共建 キョウケン		(RBC,QAB共建）多野TTL固定局の機器はすぐに復旧しておりTTL回線の異常伝搬等の外的要因が原因と想定される。

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエムおびひろ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/30/14		12:53:00		5/30/14		13:34:00		0:41:00		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2606号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		「おびひろ市民ラジオ」が発電機を持ち込んで復旧 シミンハツデンキモコフッキュウ				約90,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ シミン						CFM		C親 オヤ		5						5/30/14		13:00:00		5/30/14		13:34:00		0:34:00		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2593号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		発発を送信所に持って行き復旧 ハツハツソウシンジョモイフッキュウ				約90,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5				○		5/30/14		17:17:13		5/30/14		17:18:32		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨及び雷害 ゴウウオヨライガイ				北放第4519号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		17:17:13		5/30/14		17:18:32		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4520号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		17:17:13		5/30/14		17:18:32		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4517号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/30/14		17:17:13		5/30/14		17:18:32		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4518号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ放送網 ニホンホウソウモウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/1/14		21:09:08		6/1/14		21:09:23		0:00:15		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因 ホカジギョウシャヨウイン		演奏所～送信所間のプログラム回線（KDDI光回線）が道路工事作業のミスにより一時断線。				関放第5746号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		予備回線のSTL（無線）回線に自動切り替え。障害のあった光回線はKDDIにて復旧。		全局 ゼンキョク		約18,000,000 ヤク

				信越 シンエツ		累 ルイ		新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		親 オヤ		6				○		6/2/14		0:00:00		6/2/14		0:00:07		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		ＳＴＬのフェージング				信放第3300号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ				全局 ゼンキョク		694,498

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムラジオ新潟 ニイガタ						FM		親 オヤ		6				○		6/2/14		5:21:05		6/2/14		5:21:07		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		フェーディング				信放第1847号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線整備（その他） チュウケイカイセンセイビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ				信放第1848号、信放第1849号、信放第2178号、信放第3013号、信放第3014号、信放第3120号、信放第3122号 シンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウシンホウダイゴウ		791,635		単独 タンドク

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		親 オヤ		6						6/2/14		5:55:11		6/2/14		5:55:18		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		ＳＴＬのフェージング				信放第3300号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ				全局 ゼンキョク		694,498

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一 ニイガタニジュウイチ						DTV		親 オヤ		6						6/2/14		6:00:13		6/2/14		6:00:20		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						信放第3300号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ				全局 ゼンキョク		694,498

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		6				○		6/2/14		22:15:00		6/3/14		0:12:00		1:57:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		受信ケーブルの断線（何者かによるケーブル切断：警察に被害届提出）				九放第10773号 キュウホウダイゴウ		大隅福山DG オオスミフクヤマ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。受信ケーブルの断線箇所を接続して復旧。				108		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		6						6/2/14		22:15:00		6/3/14		0:12:00		1:57:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		受信ケーブルの断線（何者かによるケーブル切断：警察に被害届提出）				九放第10777号 キュウホウダイゴウ		大隅福山DE オオスミフクヤマ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。受信ケーブルの断線箇所を接続して復旧。				108		単独 タンドク

				近畿 キンキ				京都 キョウト		大阪放送 オオサカホウソウ						R		中 チュウ		6				○		6/3/14		6:30:00		6/3/14		7:10:00		0:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100121号 キンホウダイゴウ		OBC京都R キョウト				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		デジタル音声復調器 オンセイフクチョウキ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						1,013,342		共建 キョウケン

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		プ		6				○		6/3/14		6:49:25		6/3/14		9:50:06		3:00:41		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		STL回線でダウンフェージングが発生した事による停波 カイセンハッセイコトテイハ				東放第6737号 トウホウダイゴウ		会津若松 アイヅワカマツ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（空中線系） チュウケイカイセンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ				東放第7548号、東放第8163号、東放第7080号、東放第7092号、東放第7585号、東放第7086号、東放第8116号、東放第8122号、東放第7074号、東放第8134号、東放第7649号、東放第7626号、東放第7534号、東放第8107号、東放第8273号、東放第8285号

				近畿 キンキ				京都 キョウト		大阪放送 オオサカホウソウ						R		中 チュウ		6				○		6/3/14		8:26:00		6/3/14		9:30:49		1:04:49		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100121号 キンホウダイゴウ		OBC京都R キョウト				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		デジタル音声復調器 オンセイフクチョウキ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						1,013,342		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		6				○		6/3/14		11:14:02		6/3/14		11:14:13		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1221号 ホクホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				171,167		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エムエムノースウェーブ						FM		中 チュウ		6						6/3/14		11:14:02		6/3/14		11:14:13		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2549号 ホクホウダイゴウ		旭川局 アサヒカワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				171,167		共建 キョウケン

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		プ		6				○		6/4/14		22:00:00		6/5/14		0:30:00		2:30:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		フェージングによる回線伝搬異常 カイセンデンパンイジョウ				東放第6780号 ヒガシホウダイゴウ		RAB八戸 ハチノヘ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		フェージングによる電界変動 デンカイヘンドウ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		フェージングによる回線伝搬異常のため、措置不能 カイセンデンパンイジョウソチフノウ		東放第7996号、東放第8270号、東放第8244号 ヒガシホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		173,550		共建 キョウケン

				東海 トウカイ				三重 ミエ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		プ		6				○		6/4/14		22:55:00		6/4/14		23:44:00		0:49:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4539号 ウミホウダイゴウ		NHK伊勢DE イセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		OFDM変調器異常によるBER劣化。待機側装置に切り替えて回復。		海放第4745号、海放第4783号、海放第5028号、海放第5296号		181,709		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/5/14		0:00:00		6/5/14		0:02:22		0:02:22		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線断線で保護継電器が作動、復旧を繰り返したため コウアツセンダンセンホゴケイデンキサドウフッキュウクカエ				北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○		6/5/14		3:03:50		6/5/14		3:03:51		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		エフエムくらしき						CFM		C親 オヤ		6				○		6/5/14		10:15:19		6/5/14		10:16:59		0:01:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		J-ALEARTの訓練放送の際、マスター室のAPSミキサー卓で、倉敷市からの専用回線ﾌｪｰﾀﾞｰがｵﾌになっていた為。				中放第10009号 チュウホウダイゴウ		エフエムくらしき				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		番組中にJ-ALEARTを受信し、訓練放送を送出する事になっていた。市からの信号を受信し、自局からの起動信号で緊急告知FMﾗｼﾞｵは起動したが、訓練放送用のﾌｪｰﾀﾞｰがｵﾌになっていた為、市から届く訓練放送本文音声のみが放送されなかった。その後自局からの終了信号で放送終了。		中放第10011号（児島局） チュウホウダイゴウコジマキョク		約260,000 ヤク		単独 タンドク

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 コホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/5/14		17:49:42		6/5/14		17:49:56		0:00:14		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		副調整室映像切替器における設定ミス				近放第101088号 キンホウダイゴウ		大津 オオツ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		手動操作時の運用であったためスイッチャーによる映像の切替により復旧		近放第101343号、近放第101344号、近放第101615号、近放第161616号、近放第101836号、近放第101837号、近放第101946号、近放第101947号、近放第101982号、近放第102163号、近放第102563号、近放第102564号、近放第102610号、近放第102654号、近放第102670号、近放第102671号、近放第102672号、近放第102689号		約480,000 ヤク		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		6				○		6/5/14		19:32:11		6/5/14		21:54:36		2:22:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10217号 キュウホウダイゴウ		星野DE ホシノ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障を検知し、故障部品を交換して回復。				336		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:27:08		6/5/14		21:27:44		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線断線で保護継電器が作動、復旧を繰り返したため コウアツセンダンセンホゴケイデンキサドウフッキュウクカエ				北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:27:08		6/5/14		21:27:44		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4098号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:27:08		6/5/14		21:27:44		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:27:08		6/5/14		21:27:44		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:27:08		6/5/14		21:27:44		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4103号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:44:49		6/5/14		21:45:25		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線断線で保護継電器が作動、復旧を繰り返したため コウアツセンダンセンホゴケイデンキサドウフッキュウクカエ				北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:44:49		6/5/14		21:45:25		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4098号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:44:49		6/5/14		21:45:25		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:44:49		6/5/14		21:45:25		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:44:49		6/5/14		21:45:25		0:00:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4103号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:51:30		6/5/14		21:52:05		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線断線で保護継電器が作動、復旧を繰り返したため コウアツセンダンセンホゴケイデンキサドウフッキュウクカエ				北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:51:30		6/5/14		21:52:05		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4098号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:51:30		6/5/14		21:52:05		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:51:30		6/5/14		21:52:05		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		21:51:30		6/5/14		21:52:05		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4103号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		22:56:01		6/5/14		22:56:36		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線断線で保護継電器が作動、復旧を繰り返したため コウアツセンダンセンホゴケイデンキサドウフッキュウクカエ				北放第4092号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		22:56:01		6/5/14		22:56:36		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4098号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		22:56:01		6/5/14		22:56:36		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		22:56:01		6/5/14		22:56:36		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4795号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/5/14		22:56:01		6/5/14		22:56:36		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4103号 ホクホウダイゴウ		南喜茂別中継局 ミナミキモベツチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				172		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/6/14		0:00:00		6/6/14		0:01:54		0:01:54		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨及び雷害 ゴウウオヨライガイ				北放第4519号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/6/14		8:30:00		6/6/14		11:40:00		3:10:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力引込ブレーカーがトリップしたため。				九放第10713号 キュウホウダイゴウ		KKB大口北DTV オオグチキタ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地に出向して九電引込ブレーカーをＯＮして復旧。				8,582		共建 キョウケン		KYTと共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ カゴシマヨミウリ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		8:30:00		6/6/14		11:40:00		3:10:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力引込ブレーカーがトリップしたため。				九放第10717号 キュウホウダイゴウ		KYT大口北DTV オオグチキタ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		商用電力引込ブレーカー ショウヨウデンリョクヒキコ		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		当社技術員が現地に出向、商用引込ブレーカーを投入して復旧				8,582		共建 キョウケン		KKBと共建 キョウケン

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		プ		6				○		6/6/14		12:42:21		6/6/14		12:42:24		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送機出力の一時低下 ホウソウキシュツリョクイチジテイカ				東放第6771号 トウホウダイゴウ		米沢天元台 ヨネザワテンゲンダイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ				東放第7058号、東放第7433号、東放第7059号、東放第7432号、東放第8029号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		65,510		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:03:14		6/6/14		16:04:33		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨及び雷害 ゴウウオヨライガイ				北放第4519号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:03:14		6/6/14		16:04:33		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4520号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:03:14		6/6/14		16:04:33		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4517号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:03:14		6/6/14		16:04:33		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4518号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:04:42		6/6/14		16:05:17		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン		豪雨及び雷害 ゴウウオヨライガイ				北放第4519号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:04:42		6/6/14		16:05:17		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4520号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:04:42		6/6/14		16:05:17		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4517号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		6						6/6/14		16:04:42		6/6/14		16:05:17		0:00:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4518号 ホクホウダイゴウ		興部中継局 コウベチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				996		共建 キョウケン

				関東 カントウ				群馬 グンマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		プ		6				○		6/9/14		11:35:51		6/9/14		11:37:36		0:01:45		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		IF遅延装置の部品交換時に誤って現用系のケーブルを抜いたため				関放第8013号 カンホウダイゴウ		沼田局 ヌマタキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		ケーブルを戻して復旧		関放第8492号 カンホウダイゴウ		24,602		単独 タンドク

				関東 カントウ		重 ジュウ		群馬 グンマ		ラジオ高崎 タカサキ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/9/14		21:05:00		6/10/14		0:26:00		3:21:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5349号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		コーデック		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		送信所(親局)にてコーデックの故障を確認した後、予備送信所を立ち上げ、送信系統を切り替えた。								故障個所の検出、予備送信所の立ち上げに時間がかかり、放送の復旧に時間を要してしまった。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムくしろ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/11/14		20:51:00		6/11/14		20:55:00		0:04:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						北放第2592号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ライン音声分配器ケーブル オンセイブンパイキ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		演奏所にある機材ラックから別の機材を取り出す際に、釧路局のライン音声分配器のケーブルが抜けたため、ケーブルを接続して復旧 エンソウジョキザイベツキザイトダサイクシロキョクオンセイブンパイキヌセツゾクフッキュウ				65,470		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/12/14		11:30:00		6/12/14		11:30:12		0:00:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						沖放第524号 オキホウダイゴウ		エフエムみやこ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		IPコーデック		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		職員が放送モニターで気づき設備をリセットして復旧				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				6				○		6/12/14		19:27:10		6/12/14		21:02:03		1:34:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		米国衛星会社の電源設備火災										中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				事業者が自ら対応（系切替）		19:27:10 映像・音声の異常を確認
21:02:03 バックアップ番組に切替え								#566（CNNj）

				本省 ホンショウ						シーエス・ワンテン						幹 カン				6						6/12/14		19:27:10		6/13/14		1:38:33		6:11:23		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		米国衛星会社電源設備火災										中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（電源設備） チュウケイカイセンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		黒味・無音声発生状況確認後バックアップ番組に切り替え、復旧時刻までバックアップ番組を放送した。								不体裁画面にお詫びコメントをスーパー、さらに番組供給社ＪＣＴＶの運営する番組ホームページで回線障害情報を掲載、電話での視聴者問い合わせ対応のため専門スタッフを配置したが視聴者からの問い合わせは無かった。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		6				○		6/13/14		4:25:00		6/13/14		4:25:10		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		倒木による高圧線の障害 トウボクコウアツセンショウガイ				北放第10号 ホクホウダイゴウ		函館ラジオ局 ハコダテキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				560,167		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 チュウ		6				○		6/13/14		6:32:15		6/13/14		7:41:16		1:09:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第1070号 トウホウダイゴウ		鹿角R シカツノ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地に出向し、送信機のリセットを行って復旧 ゲンチシュッコウソウシンキオコナフッキュウ				18,058		単独 タンドク		本社側で雷害保護動作と停波を誤認して停波状態を認識するまで時間がかかり復旧が遅延した。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム上越 ジョウエツ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/13/14		9:00:03		6/13/14		9:02:02		0:01:59		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						信放第3199号 シンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		朝の生放送が終わり、担当者がスタジオから出てきたところ無音に気付き、スタジオよりBGMを流した。9：58分に入るCMタイミングに合わせて放送に復帰した。				42,522

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6						6/13/14		12:25:14		6/13/14		12:25:15		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		6				○		6/13/14		16:04:32		6/13/14		16:04:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第55号 ホクホウダイゴウ		松前R1 マツマエ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				6,224		単独 タンドク

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 チュウ		6				○		6/16/14		4:00:00		6/16/14		5:26:00		1:26:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第5518号 トウホウダイゴウ		本荘R ホンジョウ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地出向し、予備機と交換した。 ゲンチシュッコウヨビキコウカン				20,908		単独 タンドク		予備機の交換まで出力低下 ヨビキコウカンシュツリョクテイカ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/16/14		14:17:40		6/16/14		16:30:06		2:12:26		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8208号 トウホウダイゴウ		山田関谷DTV ヤマダセキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				79		共建 キョウケン		落雷により受信所送り電源断 ラクライジュシンジョオクデンゲンダン

				東北 トウホク				岩手 イワテ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		6						6/16/14		14:17:40		6/16/14		16:30:06		2:12:26		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8051号、東放第8052号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウ		山田関谷DG,DE ヤマダセキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				79		共建 キョウケン		落雷により受信所送り電源断 ラクライジュシンジョオクデンゲンダン

				東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手 イワテ						DTV		中 チュウ		6						6/16/14		14:17:40		6/16/14		16:30:06		2:12:26		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8209号 トウホウダイゴウ		TVI山田関谷DTV ヤマダセキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				79		共建 キョウケン		落雷により受信所送り電源断 ラクライジュシンジョオクデンゲンダン

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ イワテ						DTV		中 チュウ		6						6/16/14		14:17:40		6/16/14		16:30:06		2:12:26		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8210号 トウホウダイゴウ		MIT山田関谷DTV ヤマダセキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				79		共建 キョウケン		落雷により受信所送り電源断 ラクライジュシンジョオクデンゲンダン

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ イワテアサヒ						DTV		中 チュウ		6						6/16/14		14:17:40		6/16/14		16:30:06		2:12:26		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8211号 トウホウダイゴウ		IAT山田関谷DTV ヤマダセキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				79		共建 キョウケン		落雷により受信所送り電源断 ラクライジュシンジョオクデンゲンダン

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		6				○		6/16/14		15:23:10		6/16/14		19:30:00		4:06:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第701号 ウミホウダイゴウ		NHK小坂FM コサカ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（送信装置） チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		分離端子板ユニット不良による音質劣化				1,135		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		親 オヤ		6				○		6/16/14		19:03:27		6/16/14		19:04:34		0:01:07		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						北放第80号 ホクホウダイゴウ		STV札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		録音番組の素材に意図しない空白があったためBGMでつなぎ、途中から録音番組に戻した。 ロクオンバングミソザイイトクウハクトチュウロクオンバングミモド		北放第99号、北放第100号、北放第101号、北放第688号、北放第689号、北放第690号、北放第691号、北放第692号、北放第1435号、北放第1466号、北放第1467号、北放第1706号、北放第2502号、北放第2503号、北放第2616号、北放第3241号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		2,360,000

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				6				○		6/20/14		12:59:01		6/20/14		12:59:02		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が認められたため、予備系統へ切替え								#667（AT-X HD!）、#668（カートゥーン ネットワークHD）、
#669（キッズステーション HD）、
#688（グリーンチャンネルHD）

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		富山エフエム トヤマ						FM		親 オヤ		6				○		6/22/14		5:58:59		6/22/14		6:00:04		0:01:05		停電 テイデン		停電 テイデン		商業電源断時に起動するはずの非常用電源の動作不良。				陸放第770号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		自家用発電機 ジカヨウハツデンキ		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		制御リレー回路のダイオードが短絡していたため、ダイオードを除去し自動制御可能とした。後日、リレーを交換。		陸放第822号（宇奈月中継局）、陸放第1398号（福光中継局） リクホウダイゴウウナヅキチュウケイキョクリクホウダイゴウフクヒカリチュウケイキョク		421,070

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				6				○		6/24/14		12:32:31		6/24/14		13:17:54		0:45:23		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6						6/25/14		15:23:44		6/25/14		15:23:45		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FM島田 シマダ						CFM		中 チュウ		6				○		6/25/14		15:39:00		6/25/14		18:07:00		2:28:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						海放第5105号 ウミホウダイゴウ		初倉南中継局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		通信回線が不通となり、無変調となった。状況を通報装置により把握。NTTがNTT社屋内で誘導雷があったと確認。NTTが回線設備の部品を交換し正常放送に戻った。				514				NTTに故障をしない手立てを検討するよう要望した。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		親 オヤ		6				○		6/25/14		18:04:02		6/25/14		18:04:13		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第477号 キンホウダイゴウ		NHK京都FM キョウト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		予備電源（非常用発電機）に切り替えて回復。		近放第264号、近放第265号、近放第266号、近放第370号、近放第497号、近放第1850号、近放第5023号、		約1,040,000 ヤク		共建 キョウケン

				近畿 キンキ				京都 キョウト		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		親 オヤ		6						6/25/14		18:04:02		6/25/14		18:04:13		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第100160号 キンホウダイゴウ		VICS京都 キョウト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが予備電源（非常用発電機）に切り替えて回復。		近放第100173号。第100174号。第100175号。第100177号。第100178号。第100179号。第100180号。		約1,290,000 ヤク		共建 キョウケン

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		TBSラジオ＆コミュニケーションズ						R		親 オヤ		6				○		6/26/14		2:37:39		6/26/14		2:37:46		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第14号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		送信所の自動制御監視装置にて故障検知。待機側送信機へ自動切替して放送継続。故障機は現地にて部品交換。								停波現象 テイハゲンショウ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		プ		6				○		6/26/14		14:21:36		6/26/14		14:21:38		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送機出力の一時低下 ホウソウキシュツリョクイチジテイカ				東放第6771号 トウホウダイゴウ		米沢天元台 ヨネザワテンゲンダイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ				東放第7059号、東放第7432号、東放第8029号、東放第7433号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		ニューメディア						CFM		C親 オヤ		6				○		6/28/14		9:40:00		6/28/14		10:10:00		0:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第8648号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（電源設備） チュウケイカイセンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		ＵＰＳのアラームを検知、現地到着後、発電機でバックアップし復旧。				9,970		単独 タンドク		中継局がある建物内で停電を伴う電気工事が行われ、バッテリー動作に切り替わったが、その後バッテリー切れにより送信機停止。

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		テレビ金沢 カナザワ						DTV		親 オヤ		6				○		6/28/14		11:01:30		6/28/14		11:09:52		0:08:22		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						陸放第2202号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出装置（その他） バングミソウシュツソウチホカ		営放システム エイホウ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		営放システムでのデータ入力ミス（人為的ミス）が原因であった為、マスター担当者が、ＡＰＳの運行データの訂正し復旧する。		「プラン」陸放第2214号（七尾局）、「プラン」陸放第2263号（珠洲局）、「プラン」陸放第2264号（輪島局）、「プラン」陸放第2265号（羽咋局）、「みなしプラン」陸放第2266号（山中局)、 陸放第2274号（舳倉局）、 陸放第2326号（富来局）、 陸放第2332号（東門前局）、 陸放第2320号（大聖寺局）、 陸放第2410号（輪島町野局）、 陸放第2411号（粟津局）、 陸放第2394号（塩屋局）、 陸放第2395号（能登鹿島局）、 陸放第2396号（小松尾小屋局）、 陸放第2397号（小松金		約430,000 ヤク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重テレビ ミエ						DTV		親 オヤ		6				○		6/28/14		12:03:03		6/28/14		12:03:19		0:00:16		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		放送進行表時刻データの入力ミス				海放第4393号 ウミホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		正しい放送進行表データを再入力　　　　　		プラン海放第4537号。プラン海放第4544号。プラン海放第4726号。海放第4727号。海放第4746号。海放第4788号。海放第4816号。海放第5036号。海放第5087号。海放第5147号。海放第5138号。海放第5234号。海放第5236号。		529,540		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				6				○		6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下したことによる受信障害（映像ブロックノイズ混入・フリーズ・断など）

				本省 ホンショウ						ビーエス朝日 アサヒ						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰によるアップリンク断 コウウゲンスイダン										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に発生した集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下した。

				本省 ホンショウ						ビーエスジャパン						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に集中豪雨が発生したことにより、地球局から放送衛星への電波の到達レベルが著しく低下したため。 ハッセイデンパ

				本省 ホンショウ						ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰による衛星到達レベル低下										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨にともなう降雨減衰が、主局、副局双方同時に発生。衛星到達レベルが大幅に低下して回線断となった。

				本省 ホンショウ						ビーエスフジ						幹 カン				6						6/29/14		16:04:08		6/29/14		16:15:04		0:10:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										放送衛星に電波を打ち上げている設備がある東京・渋谷（主局）、埼玉県・菖蒲（副局）で同時刻に集中豪雨が発生し、主局←→副局の切替措置実質、できない状態のなった。このため、放送衛星への伝送している電波の到達レベルが著しく低下した。 ホウソウエイセイデンパウアセツビトウキョウシブヤシュキョクサイタマケンショウブフクキョク

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6						6/29/14		16:04:44		6/29/14		16:04:45		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				本省 ホンショウ						ＢＳ日本 ニホン						幹 カン				6						6/29/14		16:07:20		6/29/14		16:29:18		0:21:58		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										降雨減衰によるアップリンク回線障害

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○		6/29/14		16:15:01		6/29/14		16:15:07		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				6				○		6/29/14		16:15:30		6/29/14		16:26:13		0:10:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				6				○		6/29/14		16:17:27		6/29/14		16:25:43		0:08:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		16:17:27 地球局周辺の豪雨発生。
16:25:43 自然復旧。								プレミアムサービス全チャンネル

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				6						6/29/14		16:17:27		6/29/14		16:25:43		0:08:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		16:17:27 地球局周辺の豪雨発生。
16:25:43 自然復旧								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ						ジュピターサテライト放送						般 ハン				6						6/29/14		16:17:27		6/29/14		16:25:43		0:08:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		16:17:27 地球局周辺の豪雨発生。
16:25:43 自然復旧								#211（ショップチャンネル）

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				6						6/29/14		16:17:27		6/29/14		16:25:43		0:08:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		16:17:27 地球局周辺の豪雨発生。
16:25:43 自然復旧								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/30/14		11:01:00		6/30/14		11:02:00		0:01:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5762号 カンホウダイゴウ		大江戸放送局 オオエドホウソウキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（電源設備） バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		ブレーカーを上げ、演奏設備の再起動。復旧 アエンソウセツビサイキドウフッキュウ				約20,000 ヤク		単独 タンドク		ＵＰＳが動作せず ドウサ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送 ムロランホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/1/14		12:05:00		7/1/14		12:35:00		0:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3887号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		ターミナルアダプタ		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		機器の再起動及び室内の換気 キキサイキドウオヨシツナイカンキ				56,641		単独 タンドク		局舎室内のエアコンが不良のため、室温、湿度が上昇したことが原因とみられる。エアコン修理済み。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/1/14		17:31:30		7/1/14		17:32:53		0:01:23		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4560号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/1/14		17:31:30		7/1/14		17:32:53		0:01:23		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4561号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 シベチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		7						7/1/14		17:31:30		7/1/14		17:32:53		0:01:23		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4562号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/1/14		17:31:30		7/1/14		17:32:53		0:01:23		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4564号 ホクホウダイゴウ		標茶ルルラン中継局 ヒョウチャチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				2,113		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スーパーネットワーク						幹 カン				7				○		7/2/14		0:00:00		7/2/14		0:04:16		0:04:16		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		映像がフリーズする事象が発生、当該時間内緊急フィラーを送出。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						幹 カン				7						7/2/14		20:22:24		7/2/14		20:26:26		0:04:02		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		映像がフリーズする事象が発生、当該時間内緊急フィラーを送出。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						幹 カン				7						7/2/14		20:34:50		7/2/14		20:34:59		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		映像がフリーズする事象が発生、当該時間内緊急フィラーを送出。

				本省 ホンショウ						スーパーネットワーク						幹 カン				7						7/2/14		20:44:03		7/2/14		20:44:08		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		映像がフリーズする事象が発生、当該時間内緊急フィラーを送出。

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		FMからつ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/3/14		8:44:00		7/3/14		9:39:00		0:55:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷によるISDN回線の伝送エラー				九放第10340号 キュウホウダイゴウ		ＦＭからつ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地へ出向し、ラジオマイクに切替て音声を仮復旧させIPコーデックをリセットし復旧				41,350

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム放送 フジホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/4/14		13:08:33		7/4/14		13:09:18		0:00:45		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						海放第4496号 ウミホウダイゴウ		富士コミュニティエフエム フジ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		保守点検中の無停波作業に於いて制御装置の誤操作により停波。再起動操作によりただちに復旧を確認。				143,399

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		FM802						FM		親 オヤ		7				○		7/4/14		19:18:26		7/4/14		19:18:46		0:00:20		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		番組中継現場からの中継回線はISDN回線が現用予備の2本あり、現用回線使用中に回線断になった				近放第5035号 キンホウダイゴウ		エフエムはちまるに				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		番組中継現場からの中継回線 バングミチュウケイゲンバチュウケイカイセン		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		マスター要員が手動で予備回線に切替えた		近放第5036号 キンホウダイゴウ		約4,490,000 ヤク		単独 タンドク

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		FM802						FM		親 オヤ		7				○		7/4/14		20:37:30		7/4/14		20:37:51		0:00:21		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＣＭ送出中に、スイッチャー操作を行って現用回線と予備回線を切り替えると、ＣＭ送出が停止する機器の仕様を認識せずに操作してしまったため				近放第5035号 キンホウダイゴウ		エフエムはちまるに				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		中継現場から音声を送出した チュウケイゲンバオンセイソウシュツ		近放第5036号 キンホウダイゴウ		約4,490,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		7				○		7/5/14		8:46:20		7/5/14		8:46:26		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第21号 ホクホウダイゴウ		旭川R1 アサヒカワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				259,843		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		7						7/5/14		8:46:20		7/5/14		8:46:26		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第38号 ホクホウダイゴウ		旭川R2 アサヒカワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				208,397		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				7				○		7/5/14		10:32:35		7/5/14		10:33:30		0:00:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（その他） チキュウキョクセツビホカ		多重化装置 タジュウカソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカ		10:32 監視用受信機にて映像、音声の異常を認知。10:33 多重化装置を予備系へ切替え、復旧。多重化装置を予備品と交換。								ND2　#296 TBSチャンネル1　#298 テレ朝チャンネル1　#299 テレ朝チャンネル2

				本省 ホンショウ						スカイ・エー						幹 カン				7				○		7/6/14		10:02:07		7/6/14		10:03:25		0:01:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		10:02 監視装置にてEPGが未送出を認知。10:03 SI/EPG送出装置を予備系へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						スカパー・エンターテイメント						幹 カン				7						7/6/14		10:02:07		7/6/14		10:03:25		0:01:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		10:02 監視装置にてEPGが未送出を認知。10:03 SI/EPG送出装置を予備系へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						インタラクティ－ヴィ						幹 カン				7						7/6/14		10:02:07		7/6/14		10:03:25		0:01:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		10:02 監視装置にてEPGが未送出を認知。10:03 SI/EPG送出装置を予備系へ切替え、復旧。

				本省 ホンショウ						シーエス映画放送 エイガホウソウ						幹 カン				7						7/6/14		10:02:07		7/6/14		10:03:25		0:01:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		10:02 監視装置にてEPGが未送出を認知。10:03 SI/EPG送出装置を予備系へ切替え、復旧。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/6/14		11:12:38		7/6/14		11:17:11		0:04:33		停電 テイデン		停電 テイデン		演奏所で、九電から受電中の商用系統が鳥害により停電し、無停電装置がバックアップしたが、その１０秒後、当該装置が故障した為。				九放第8877号 キュウホウダイゴウ		RKK熊本DTV クマモト				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（電源設備） バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		電源を喪失した放送設備（第１系統）から、正常に動作している放送設備（第２系統）に切替。		プラン九放第8981号、プラン九放第8982号、九放第9111号、九放第9148号、　九放第9155号、九放第9167号、　九放第9208号、九放第9360号、　九放第9361号、九放第9362号、　九放第9363号、九放第9481号、　九放第9482号、九放第9483号、　九放第9701号、九放第9702号、　九放第9703号、九放第9830号、　九放第9907号、九放第9908号、　九放第9909号、九放第9910号、　九放第9963号、九放第9965号、　九放第10089号、九放第10090号、九放		901,931		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○		7/7/14		4:05:29		7/7/14		4:05:33		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8857号 キュウホウダイゴウ		熊本DG クマモト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		自然回復 シゼンカイフク		九放第9150号、九放第9389号、九放第9393号、九放第9392号、九放第9480号、九放第9396号、九放第10948号、九放第9489号、九放第9551号、九放第10880号、九放第11176号、九放第9761号、九放第9917号、九放第9914号、九放第10704号、九放第10740号、九放第10744号、九放第10827号、九放第10822号、九放第11023号、九放第11020号、九放第11170号、九放第11172号、九放第11174号、九放第11346号				単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		プ		7						7/7/14		4:05:29		7/7/14		4:05:33		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8858号 キュウホウダイゴウ		熊本DE クマモト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		自然回復 シゼンカイフク		九放第9151号、九放第9391号、九放第9394号、九放第9395号、九放第9484号、九放第9397号、九放第10950号、九放第9490号、九放第9562号、九放第10882号、九放第11177号、九放第9763号、九放第9919号、九放第9916号、九放第10705号、九放第10743号、九放第10746号、九放第10830号、九放第10828号、九放第11026号、九放第11022号、九放第11171号、九放第11173号、九放第11175号、九放第11345号				単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10955号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DG ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているMCCBを投入した。				514		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		中 チュウ		7						7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10932号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DTV ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているＮＦＢを投入した。				514		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7						7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10957号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DE ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているMCCBを投入した。				514		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により、受電NFBがトリップした為 ラクライジュデンタメ				九放第10941号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DTV ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているＮＦＢを投入した。				514		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		テレビ熊本 クマモト						DTV		中 チュウ		7						7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10953号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DTV ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているＮＦＢを投入した。				514		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本朝日放送 クマモトアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/7/14		6:30:00		7/7/14		10:45:00		4:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10920号 キュウホウダイゴウ		牛深真浦DTV ウシブカマウラ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		監視装置にて停電を検知し、現地に出向してトリップしているＮＦＢを投入した。				514		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/7/14		21:07:53		7/7/14		21:10:33		0:02:40		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		Vizrt（グラフィック送出）		事業者が自ら対応（系切替）		放送と無関係の静止画が画面全面で送出。系統変更で復旧。								#212（QVC（キューヴィーシー））

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				7						7/7/14		21:07:53		7/7/14		21:10:33		0:02:40		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		Vizrt（グラフィック送出）		事業者が自ら対応（系切替）		静止画が画面全面で送出。系統変更で復旧。								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエム熊本 クマモト						FM		中 チュウ		7				○		7/7/14		22:43:00		7/8/14		7:43:00		9:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による停電及び無停電電源装置故障 ラクライテイデンオヨムテイデンデンゲンソウチコショウ				九放第8506号 キュウホウダイゴウ		五木FM イツキ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（電源設備） チュウケイカイセンセツビデンゲンセツビ		無停電装置 ムテイデンソウチ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		故障した無停電装置をバイパス措置				561		共建 キョウケン		無停電装置故障と停電が重なったため9時間停波

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティエフエム イシガキ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/8/14		9:13:00		7/8/14		10:50:00		1:37:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風 タイフウ				沖放第575号 オキホウダイゴウ		FMいしがき				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		モニター中故障検知。中継局へ移動し局内より放送再開。翌日NTTケーブル復旧				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ オキナワ						DTV		中 チュウ		7				○		7/8/14		15:51:00		7/8/14		16:48:00		0:57:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風による停電 タイフウテイデン				沖放第589号 オキホウダイゴウ		佐敷DTV サシキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		台風の影響により停電発生。発電機より給電していたところ発電機の油圧異常を検知し給電停止し停波。				22,386		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/8/14		15:52:00		7/8/14		16:48:00		0:56:00		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第591号 オキホウダイゴウ		佐敷DTV サシキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		台風の影響により停電発生。発電機より給電していたところ発電機の油圧異常を検知し給電停止し停波。現地にて発電機のアラームをリセットし、手動で起動させ復旧。				22,386		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/8/14		15:52:00		7/8/14		16:48:00		0:56:00		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第591号 オキホウダイゴウ		佐敷DTV サシキ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		台風8号の影響により停電し発電機が起動していたが、油圧異常を検知して停止。オイル点検を実施した後、アラームをリセットして発電機を手動起動し復旧。				22,386		共建 キョウケン

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ トウカイ						R		中 チュウ		7				○		7/8/14		18:56:00		7/8/14		20:37:00		1:41:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第２号 ウミホウダイゴウ		恵那放送局 エナホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		雷により送信機の保護回路が動作。本社より遠隔リセットを試みるも回復せず、現地に急行し、リセットして回復。				約80,000 ヤク		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ オキナワ						DTV		中 チュウ		7				○		7/9/14		0:30:00		7/9/14		7:18:00		6:48:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風による停電 タイフウテイデン				沖放第710号 オキホウダイゴウ		志喜屋DTV シキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				444		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		0:30:25		7/9/14		7:18:18		6:47:53		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第707号 オキホウダイゴウ		志喜屋DTV シキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				444		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		0:30:25		7/9/14		7:18:18		6:47:53		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第708号 オキホウダイゴウ		志喜屋DTV シキヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風8号の影響により停電。その後、BF放電終止で停波。商用受電復帰で回復。				444		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ オキナワ						DTV		中 チュウ		7				○		7/9/14		5:23:00		7/9/14		7:08:00		1:45:00		停電 テイデン		停電 テイデン		台風による停電 タイフウテイデン				沖放第679号 オキホウダイゴウ		大度DTV オオド				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				193		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		5:23:52		7/9/14		7:08:29		1:44:37		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第680号 オキホウダイゴウ		大度DTV オオド				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				193		共建 キョウケン

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		5:23:52		7/9/14		7:08:29		1:44:37		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第678号 オキホウダイゴウ		大度DTV オオド				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		台風8号の影響により停電。その後、BF放電終止で停波。商用受電復帰で回復。				478		共建 キョウケン

				東北 トウホク		注 チュウ		山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		中 チュウ		7				○		7/9/14		11:56:37		7/9/14		11:57:08		0:00:31		自然災害 シゼンサイガイ		雨 アメ		雨 アメ				東放第7372号 トウホウダイゴウ		SAY温海DTV オンウミ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		TTL受信装置 ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						1,093		共建 キョウケン

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		11:56:40		7/9/14		11:57:13		0:00:33		自然災害 シゼンサイガイ		雨 アメ		降雨減衰による コウウゲンスイ				東放第7370号 トウホウダイゴウ		温海DTV オンウミ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		TTL受信装置 ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						1,093		共建 キョウケン

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7						7/9/14		11:56:58		7/9/14		11:57:08		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		雨 アメ		降雨減衰によるTTｌ回線断が発生 コウウゲンスイカイセンダンハッセイ				東放第7365号 トウホウダイゴウ		温海DTV アツミ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		TTL受信装置 ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		監視装置にて異常検知。障害状況確認中に自然復旧。 カンシソウチイジョウケンチ				1,093		共建 キョウケン

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		7				○		7/10/14		9:27:27		7/10/14		11:17:00		1:49:33		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第916号 チュウホウダイゴウ		三石中継局 サンイシチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		受信部の入力コネクタ ジュシンブニュウリョク		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		受信部入力コネクター部不良、出向しコネクター部を修理。				934		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター イッパンザイダンホウジンドウロコウツウジョウホウツウシン						FCM		中 チュウ		7						7/10/14		9:27:27		7/10/14		11:17:00		1:49:33		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10356号 チュウホウダイゴウ		VICS三石中継局 ミツイシチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		受信部の入力コネクタ ジュシンブニュウリョク		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		受信部入力コネクター部不良、出向しコネクター部を修理。				934		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		7				○		7/10/14		11:33:38		7/10/14		11:33:48		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号 ホクホウダイゴウ		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第489号、北放第2231号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		7						7/10/14		11:33:38		7/10/14		11:33:48		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号 ホクホウダイゴウ		VICS中標津 ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3657号、北放第3658号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

		映像：静止画、音声：無音が送出。自社制作映像に切替え。		本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/10/14		14:58:46		7/10/14		14:59:00		0:00:14		その他 ホカ		人為的な要因												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		副調整室切替器（現用から予備系へ）		事業者が自ら対応（その他）		映像：静止画、音声：無音が送出。自社制作映像に切替え。								#212（QVC（キューヴィーシー））

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				7						7/10/14		14:58:46		7/10/14		14:59:00		0:00:14		その他 ホカ		人為的な要因												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		副調整室切替器（現用から予備系へ）								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/11/14		7:00:00		7/11/14		7:03:00		0:03:00		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ						近放第101883号 キンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ		APS		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ										19:00まで手動切替放送、19:00からはAPS業者により代替PCにて通常運営放送

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		中京テレビ チュウキョウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/11/14		13:09:18		7/11/14		13:09:25		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		緊急地震速報接点装置と緊急地震速報高速化装置との間の接続ケーブルが約100ｍと長距離であった為、蓄積されていた電荷が工事により瞬間的に流れ接点が誤作動し緊急地震速報スーパー及び警告音が７秒間送出された				海放第4268号 ウミホウダイゴウ		CTV名古屋DTV ナゴヤ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		緊急地震速報接点装置と緊急地震速報高速化装置間の約100ｍの接続ケーブル		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ				プラン海放第4436号。プラン海放第4435号。プラン海放第4486号。プラン海放第4535号。プラン海放第4543号。プラン海放第4699号。プラン海放第4728号。プラン海放第4798号。海放第4501号。海放第4559号。海放第4729号。海放第4742号。海放第4750号。海放第4794号。海放第4802号。海放第4831号。海放第4916号。海放第4912号。海放第4943号。海放第4931号。海放第4938号。海放第4952号。海放第4957号。海放第5009号。海放第5019号。海放第504		4,460,000		単独 タンドク		その後の調査で緊急地震速報接点装置と緊急地震速報高速化装置との間の接続ケーブル長が約100ｍと長距離だったことが問題であると判明、緊急地震速報接点装置を移設し当該接続ケーブルを約1ｍに短縮する措置を実施

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井エフエム フクイ						FM		親 オヤ		7				○		7/11/14		16:03:46		7/11/14		16:03:51		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第675号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		送信所に出向し出力が低下した出力ユニットを予備ユニットに交換。		陸放第676号、陸放第677号、陸放第678号、陸放第679号、陸放第680号、陸放第1507号		258,497		共建 キョウケン

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7				○		7/13/14		2:13:00		7/13/14		2:46:00		0:33:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7876号 トウホウダイゴウ		朝日東岩本DTV アサヒヒガシイワモト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に出向して予備ユニットに交換して復旧 ゲンチシュッコウヨビコウカンフッキュウ						共建 キョウケン

				関東 カントウ		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		7				○		7/13/14		4:58:00		7/13/14		7:43:00		2:45:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第12086号 チュウホウダイゴウ		Jモバ周南MMH シュウナン				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		TS-SW		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		監視装置にて励振装置ＴＳ信号アラーム検知。遠隔制御装置からＴＳ－ＳＷリセットにより復旧。		中放第12088号（JモバOR山口MMH) ヤマグチ		約250000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		7				○		7/13/14		16:34:46		7/13/14		16:35:00		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第691号 ホクホウダイゴウ		STV名寄放送局 ナヨロホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		7				○		7/13/14		16:34:47		7/13/14		16:34:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第361号 ホクホウダイゴウ		名寄FM ナヨロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第365号、北放第366号、北放第386号、北放第733号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		28,932		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		7						7/13/14		16:34:47		7/13/14		16:34:57		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3620号 ホクホウダイゴウ		VICS名寄 ナヨロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3621号、北放第3623号、北放第3624号、北放第3627号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		28,932		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/17/14		12:00:00		7/17/14		15:40:00		3:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4525号 ホクホウダイゴウ		黒松内中継局 クロマツナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		補償器（マルチパス等化器）の自然故障により停波、電源OFF→ONにより復旧 ホショウキトウカキシゼンコショウテイハデンゲンフッキュウ				2,593		共建 キョウケン

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		軽井沢エフエム放送 カルイザワホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/17/14		17:15:00		7/17/14		18:40:00		1:25:00		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ						信放第3281号 シンホウダイゴウ		親 オヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		ISDNコーデック		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		遠隔監視装置にて故障感知。送信所へ出向し、予備機と交換。				約9,500 ヤク

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				7				○		7/18/14		20:05:18		7/18/14		20:10:39		0:05:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		東海ラジオ トウカイ						R		中 チュウ		7				○		7/19/14		0:00:00		7/19/14		0:16:00		0:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第84号 ウミホウダイゴウ		豊橋放送局 トヨハシホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		雷により送信機の保護回路が動作し、予備装置に自動切替。その後、再び保護回路が動作し停波したが、遠隔リセットにて回復。				約370,000 ヤク		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						USEN						般 ハン				7				○		7/19/14		5:38:00		7/19/14		5:41:00		0:03:00		その他 ホカ		人為的な要因		ビルの電気設備の法定点検があり、その間自家発電で対応していたが、本来解放してはいけない低圧ＭＣＢ盤ブレーカをビル保守業者が解放したことで停電し中断。										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		当社からの連絡を受け直ちにビル保守業者がブレーカを入れて復旧。								A01・A02・A03・A04・A05・A59・C39　　
今後の防止対策
(1)ビル電源管理事業者への作業手順再確認
(2)保守作業の開始前ミーティングでの注意喚起の徹底 コンゴボウシタイサク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ トウカイ						R		中 チュウ		7						7/19/14		12:54:00		7/19/14		13:02:00		0:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第84号 ウミホウダイゴウ		豊橋放送局 トヨハシホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		雷により送信機の保護回路が動作し、予備装置に自動切替。その後、再び保護回路が動作し停波したが、遠隔リセットにて回復。				約370,000 ヤク		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ トウカイ						R		中 チュウ		7						7/19/14		13:05:00		7/19/14		13:13:00		0:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第84号 ウミホウダイゴウ		豊橋放送局 トヨハシホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		雷により送信機の保護回路が動作し、予備装置に自動切替。その後、再び保護回路が動作し停波したが、遠隔リセットにて回復。				約370,000 ヤク		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/19/14		14:58:40		7/20/14		8:20:00		17:21:20		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第5335号 ウミホウダイゴウ		NHK河津見高浜DG カワツミタカハマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		落雷によるブレーカのトリップおよび放送機の故障。出向修理して回復。				320		単独 タンドク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		7						7/19/14		14:58:40		7/20/14		8:20:00		17:21:20		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第5336号 ウミホウダイゴウ		NHK河津見高浜DE カワツミタカハマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		落雷によるブレーカのトリップおよび放送機の故障。出向修理して回復。				320		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○		7/20/14		19:39:46		7/20/14		20:02:07		0:22:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		7				○		7/20/14		20:44:00		7/21/14		0:39:00		3:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電に伴い非常用発電機どうさせず テイデントモナヒジョウヨウハツデンキ				関放第9549号 カンホウダイゴウ		Jモバ横浜MMH ヨコハマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		非常用発電設備 ヒジョウヨウハツデンセツビ		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		監視装置にて商用電源アラーム検知。現地出向により非常用発電機未起動確認。商用電源回復を確認し高圧受電盤再投入により復旧。				約10,000 ヤク		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						シーエス日本 ニホン						幹 カン				7				○		7/22/14		17:45:00		7/22/14		17:55:08		0:10:08		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（音声調整装置） バングミソウシュツセツビオンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）										原因：中継現場の音声チャンネルとマスター側の音声チャンネルの設定違い

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		7				○		7/23/14		15:35:21		7/23/14		15:35:26		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第26号 ホクホウダイゴウ		北見R1 キタミ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				163,168		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		プ		7						7/23/14		15:35:21		7/23/14		15:35:26		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第27号 キタホウダイゴウ		北見R2 キタミ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				219,941		単独 タンドク

				東北 トウホク		注 チュウ		宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/23/14		19:03:00		7/23/14		19:31:00		0:28:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送中に主音声に副音声が混入 ナマホウソウチュウシュオンセイフクオンセイコンニュウ				東放第6663号 トウホウダイゴウ		TBC仙台DTV センダイ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		中継現場音声装置 チュウケイゲンバオンセイソウチ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		音声装置の設定を再設定 オンセイソウチセッテイサイセッテイ		東放第6923号、東放第7150号、東放第7156号、東放第7175号、東放第7224号、東放第7254号、放第7520号、東放第7843号、東放第7849号、東放第7855号、東放第7863号、東放第7869号、東放第7881号、東放第7886号、東放第8405号、東放第8436号、東放第8512号、東放第6730号、東放第6914号、東放第6956号、東放第7049号、東放第7144号、東放第7247号、東放第7260号、東放第7506号、東放第7564号、東放第7574号、東放第7705号、東放第7		約940,000 ヤク		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7				○		7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ		累 ルイ				一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ		累 ルイ				日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下したことによる受信障害（映像ブロックノイズ混入・フリーズ・断など）

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ビーエス朝日 アサヒ						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰によるアップリンク断 コウウゲンスイダン										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に発生した集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下した。

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ビーエスジャパン						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に集中豪雨が発生したことにより、地球局から放送衛星への電波の到達レベルが著しく低下したため。 ハッセイデンパ

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰による衛星到達レベル低下										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨にともなう降雨減衰が、主局、副局双方同時に発生。衛星到達レベルが大幅に低下して回線断となった。

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ビーエスフジ						幹 カン				7						7/24/14		0:00:00		7/24/14		0:10:19		0:10:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										放送衛星に電波を打ち上げている設備がある東京・渋谷（主局）、埼玉県・菖蒲（副局）で同時刻に集中豪雨が発生し、主局←→副局の切替措置実質、できない状態のなった。このため、放送衛星への伝送している電波の到達レベルが著しく低下した。 ホウソウエイセイデンパウアセツビトウキョウシブヤシュキョクサイタマケンショウブフクキョク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/24/14		8:00:00		7/24/14		8:01:05		0:01:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						関放第5762号 カンホウダイゴウ		大江戸放送局 オオエドホウソウキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ミキサー		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに気づき復旧 ソウサキフッキュウ

				本省 ホンショウ						日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						幹 カン				7				○		7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下したことによる受信障害（映像ブロックノイズ混入・フリーズ・断など）

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						ビーエス朝日 アサヒ						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰によるアップリンク断 コウウゲンスイダン										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に発生した集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下した。

				本省 ホンショウ						ビーエスジャパン						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に集中豪雨が発生したことにより、地球局から放送衛星への電波の到達レベルが著しく低下したため。 ハッセイデンパ

				本省 ホンショウ						ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰による衛星到達レベル低下										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨にともなう降雨減衰が、主局、副局双方同時に発生。衛星到達レベルが大幅に低下して回線断となった。

				本省 ホンショウ						ビーエスフジ						幹 カン				7						7/24/14		18:52:45		7/24/14		19:02:21		0:09:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										放送衛星に電波を打ち上げている設備がある東京・渋谷（主局）、埼玉県・菖蒲（副局）で同時刻に集中豪雨が発生し、主局←→副局の切替措置実質、できない状態のなった。このため、放送衛星への伝送している電波の到達レベルが著しく低下した。 ホウソウエイセイデンパウアセツビトウキョウシブヤシュキョクサイタマケンショウブフクキョク

				本省 ホンショウ						ＢＳ日本 ニホン						幹 カン				7						7/24/14		18:58:30		7/24/14		19:06:45		0:08:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										降雨減衰によるアップリンク回線障害

				本省 ホンショウ						日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						幹 カン				7				○		7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下したことによる受信障害（映像ブロックノイズ混入・フリーズ・断など）

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						一般社団法人　デジタル放送推進協会 イッパンシャダンホウジンホウソウスイシンキョウカイ						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		アップリンク地球局、主局（渋谷）及び副局（菖蒲）で同時刻に発生した集中豪雨により放送衛星へ伝送している電波のレベルが著しく低下した為										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		天候回復によりアップリンク復旧

				本省 ホンショウ						ビーエス朝日 アサヒ						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰によるアップリンク断 コウウゲンスイダン										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に発生した集中豪雨によりアップリンク地球局から放送衛星へ伝送している電波の衛星到達レベルが著しく低下した。

				本省 ホンショウ						ビーエスジャパン						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										主局（渋谷）および副局（菖蒲）で、同時刻に集中豪雨が発生したことにより、地球局から放送衛星への電波の到達レベルが著しく低下したため。 ハッセイデンパ

				本省 ホンショウ						ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨減衰による衛星到達レベル低下										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										集中豪雨にともなう降雨減衰が、主局、副局双方同時に発生。衛星到達レベルが大幅に低下して回線断となった。

				本省 ホンショウ						ビーエスフジ						幹 カン				7						7/24/14		19:04:17		7/24/14		19:05:00		0:00:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ										放送衛星に電波を打ち上げている設備がある東京・渋谷（主局）、埼玉県・菖蒲（副局）で同時刻に集中豪雨が発生し、主局←→副局の切替措置実質、できない状態のなった。このため、放送衛星への伝送している電波の到達レベルが著しく低下した。 ホウソウエイセイデンパウアセツビトウキョウシブヤシュキョクサイタマケンショウブフクキョク

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/24/14		20:04:06		7/24/14		20:04:07		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/24/14		20:20:11		7/24/14		20:20:11		0:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		保護装置としての動作のため正常動作 ホゴソウチドウサセイジョウドウサ

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/24/14		23:30:32		7/24/14		23:36:37		0:06:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						関放第5762号 カンホウダイゴウ		大江戸放送局 オオエドホウソウキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ミキサー		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		操作ミスに気づき復旧 ソウサキフッキュウ

				関東 カントウ		重累 ジュウルイ		東京 トウキョウ		世田谷サーブス公社 セタガヤコウシャ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/25/14		0:00:00		7/25/14		7:11:06		7:11:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5663号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ＵＰＳの故障 コショウ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ						218,191				一度は復旧したが再度UPSの異常が発生した

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		世田谷サーブス公社 セタガヤコウシャ						CFM		C親 オヤ		7						7/25/14		1:03:16		7/25/14		6:25:00		5:21:44		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5663号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ＵＰＳの故障 コショウ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ						218,191				一度は復旧したが再度UPSの異常が発生した

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		世田谷サーブス公社 セタガヤコウシャ						CFM		C親 オヤ		7						7/25/14		10:13:38		7/25/14		12:03:00		1:49:22		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5663号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ＵＰＳの故障 コショウ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ						218,191

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 コホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/25/14		19:30:31		7/25/14		19:30:39		0:00:08		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		編集ミスおよびVTRの操作ミス				近放第101088号 キンホウダイゴウ		大津 オオツ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		編集ミスによる番組尺の調整をVTR操作にて行う		近放第101343号、近放第101344号、近放第101615号、近放第161616号、近放第101836号、近放第101837号、近放第101946号、近放第101947号、近放第101982号、近放第102163号、近放第102563号、近放第102564号、近放第102610号、近放第102654号、近放第102670号、近放第102671号、近放第102672号、近放第102689号		約480,000 ヤク		単独 タンドク

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 コホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/25/14		19:40:08		7/25/14		19:40:42		0:00:34		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		VTRの操作ミス				近放第101088号 キンホウダイゴウ		大津 オオツ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		番組送出イベントがVTRからCMとなったことにより番組は復帰。CM期間中に番組のたて直しを行う。		近放第101343号、近放第101344号、近放第101615号、近放第161616号、近放第101836号、近放第101837号、近放第101946号、近放第101947号、近放第101982号、近放第102163号、近放第102563号、近放第102564号、近放第102610号、近放第102654号、近放第102670号、近放第102671号、近放第102672号、近放第102689号		約480,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		C親 オヤ		7				○		7/26/14		9:06:12		7/26/14		11:17:35		2:11:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		メディアコンバーターの電源アダプター故障 デンゲンコショウ				北放第2659号 ホクホウダイゴウ		いわみざわ公園局 コウエンキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		メディアコンバータの電源アダプタ デンゲン		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に出向し、予備品と交換 ゲンチシュッコウヨビヒンコウカン				約40,000 ヤク		単独 タンドク

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		北日本放送 キタニホンホウソウ						FM		中 チュウ		7				○		7/26/14		12:08:54		7/26/14		12:43:55		0:35:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		演奏所と中継所を結ぶ光回線装置が故障し、音声に異常（ノイズ）が発生 エンソウジョチュウケイジョムスヒカリカイセンソウチコショウオンセイイジョウハッセイ				陸放第2521号 リクホウダイゴウ		KNB砺波FM トナミ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（送信装置） チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		遠隔制御によりSTLを予備回線（INS回線）に切替 エンカクセイギョヨビカイセンカイセンキリカエ

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/26/14		16:00:03		7/26/14		16:01:22		0:01:19		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		運行データの作成ミス ウンコウサクセイ				東放第９号 トウホウダイゴウ		TBC仙台R センダイ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		手動で通常運行に戻した シュドウツウジョウウンコウモド		東放第10号、東放第4627号、東放132号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウゴウ		約940,000 ヤク		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スカパーJSAT						幹 カン				7				○		7/27/14		0:00:00		7/27/14		0:04:26		0:04:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				関東 カントウ				栃木 トチギ		栃木放送 トチギホウソウ						R		中 チュウ		7				○		7/27/14		13:05:00		7/27/14		14:45:00		1:40:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第414号 カンホウダイゴウ		足利中継局 アシカガチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		送信機の過負荷保護回路の動作を解除し、電源の再投入で復旧 ソウシンキカフカホゴカイロドウサカイジョデンゲンサイトウニュウフッキュウ				2,317,745		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		7				○		7/27/14		13:37:06		7/27/14		13:37:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4284号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/27/14		13:37:06		7/27/14		13:37:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4285号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		プ		7						7/27/14		13:37:06		7/27/14		13:37:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4286号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		7						7/27/14		13:37:06		7/27/14		13:37:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		7						7/27/14		13:37:06		7/27/14		13:37:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				7						7/27/14		15:22:44		7/27/14		15:23:34		0:00:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/27/14		15:24:32		7/27/14		15:32:22		0:07:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		15:24:32 地球局周辺の豪雨発生、断続的に降雨障害が発生。
15:32:22 自然復旧。								プレミアムサービス全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				QVC						般 ハン				7						7/27/14		15:24:32		7/27/14		15:32:22		0:07:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		15:24:32 地球局周辺の豪雨発生。
15:32:22 自然復旧								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ジュピターサテライト放送						般 ハン				7						7/27/14		15:24:32		7/27/14		15:32:22		0:07:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		15:24:32 地球局周辺の豪雨発生。
15:32:22 自然復旧								#211（ショップチャンネル）

				本省 ホンショウ		累 ルイ				第一興商						般 ハン				7						7/27/14		15:24:32		7/27/14		15:32:22		0:07:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		15:24:32 地球局周辺の豪雨発生。
15:32:22 自然復旧								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				7						7/27/14		15:26:45		7/27/14		15:30:21		0:03:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				7				○		7/27/14		15:48:59		7/27/14		15:53:10		0:04:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				7						7/27/14		16:52:47		7/27/14		16:55:30		0:02:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				7						7/27/14		17:10:37		7/27/14		17:22:04		0:11:27		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		7				○		7/28/14		11:56:30		7/28/14		11:56:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号 ホクホウダイゴウ		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第489号、北放第2231号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		7						7/28/14		11:56:30		7/28/14		11:56:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号 ホクホウダイゴウ		VICS中標津 ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3657号、北放第3658号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				近畿 キンキ		重 ジュウ		京都 キョウト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○		7/29/14		4:13:00		7/29/14		9:28:01		5:15:01		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ユニット修理時に誤った内部設定を行ったため。				近放第100896号 コンホウダイゴウ		NHK京都DG キョウト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		OFDM変調器 ヘンチョウキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		送信装置予備系に切り替えて回復。点検により内部設定が原因であることから正常設定値に変更。その後、ユニットを交換して措置を完了した。		近放第101598号。近放第101781号。近放第102166号。		約50,000 ヤク		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/29/14		5:12:12		7/29/14		5:12:13		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/29/14		7:00:00		7/29/14		8:55:48		1:55:48		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（その他）		エンコーダの誤設定のため、画角4:3のところ16:9で放送。
画角を正しい値に設定し、復旧。								#528（セレクトショッピング）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム福島 フクシマ						FM		中 チュウ		7				○		7/29/14		7:11:17		7/29/14		7:14:27		0:03:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		フェージング				東放第5729号 トウホウダイゴウ		会津若松 アイヅワカマツ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						83,273		共建 キョウケン

				東北 トウホク				青森 アオモリ		エフエムむつ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/29/14		11:15:00		7/29/14		11:58:00		0:43:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6156号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（空中線系） チュウケイカイセンセツビクウチュウセンケイ		STL受信装置 ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		放送無音で故障検知。故障機種を回避し直で音声を入力 ホウソウムオンコショウケンチコショウキシュカイヒチョクオンセイニュウリョク		親局のみ オヤキョク		15,334				故障原因機種を特定するために時間を要した。 コショウゲンインキシュトクテイジカンヨウ

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/29/14		13:00:06		7/29/14		13:00:22		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（系切替）		13:00 映像、音声の異常を認知。
エンコーダを予備系統へ切替え。								#963（ダイナマイトTV）

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 チュウ		7				○		7/30/14		1:23:00		7/30/14		3:05:00		1:42:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						東放第5518号 トウホウダイゴウ		本荘R ホンジョウ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		現地出向し、携帯電を利用した音声伝送装置で回線復旧までバックアップした。 ゲンチシュッコウケイタイデンリヨウオンセイデンソウソウチカイセンフッキュウ				20,908		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM　TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/30/14		11:44:00		7/30/14		11:46:00		0:02:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						近放第101883号 キンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（電源設備） バングミソウシュツセツビデンゲンセツビ		サテライトスタジオの停電 テイデン		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		さいき市民放送 シミンホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/30/14		14:42:00		7/30/14		15:41:00		0:59:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により受電用MCCBがトリップし電源断。				九放第11147号 キュウホウダイゴウ		エフエムさいき				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		送信所へ臨場、受電用MCCBを再投入。				18,568

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送 シミンホウソウ						CFM		中 チュウ		8				○		8/1/14		8:00:00		8/1/14		14:25:00		6:25:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						東放第8645号 ヒガシホウダイゴウ		田人第２ タジンダイ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		光ケーブル内芯線切替にて復旧 ヒカリナイシンセンキリカエフッキュウ								いわき市からの借用の光回線のためいわき市が障害対応しました。 シシャクヨウヒカリカイセンシショウガイタイオウ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						R		プ		8				○		8/1/14		10:54:08		8/1/14		10:58:04		0:03:56		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第137号 ウミホウダイゴウ		浜松放送局 ハママツホウソウキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		粟ヶ岳FXに設置の受信設備（※160M帯STL受信機）		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		粟ヶ岳FXに設置の160M帯STL受信機が故障し、無変調となった。リモコンにて予備系へ手動切替を実施して復帰。		海放第49号。海放第4172号。海放第4173号。海放第4174号。海放第4175号。海放第4176号。		4,450,697		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8				○		8/1/14		14:02:15		8/1/14		17:38:15		3:36:00		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ						東放第6533号 トウホウダイゴウ		VICS原町 ハラマチ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク				51,453		共建 キョウケン		電源ユニット保護回路動作で電源断。電源再投入で回復。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/1/14		16:29:10		8/1/14		16:29:11		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ						関放第15号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ

				関東 カントウ				栃木 トチギ		栃木放送 トチギホウソウ						R		中 チュウ		8				○		8/1/14		20:50:00		8/1/14		22:08:00		1:18:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第414号 カンホウダイゴウ		足利中継局 アシカガチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		送信機の過負荷保護回路の動作を解除し、電源の再投入で復旧 ソウシンキカフカホゴカイロドウサカイジョデンゲンサイトウニュウフッキュウ				2,317,745		単独 タンドク

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/1/14		20:50:21		8/1/14		23:53:04		3:02:43		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第8952号 カンホウダイゴウ		湯の沢局DG ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ						245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:21		8/1/14		23:53:04		3:02:43		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第8953号 カンホウダイゴウ		湯の沢局DE ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ						245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本テレビ放送網 ニホンホウソウモウ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:23		8/1/14		23:53:04		3:02:41		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第9044号 カンホウダイゴウ		湯の沢局 ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地出向してMCCB再投入し、予備電源で放送再開。その後、東京電力が焼損箇所を交換、商用復電し復旧。				245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:23		8/1/14		23:53:04		3:02:41		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ焼損と共に予備電源のMCCBもﾄﾘｯﾌﾟしたため、給電出来ず停波。				関放第9042号 カンホウダイゴウ		湯の沢局 ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地出向してMCCB再投入し、予備電源で放送再開。その後、東京電力が焼損箇所を交換、商用復電し復旧。				245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:23		8/1/14		23:53:04		3:02:41		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ焼損と共に予備電源のMCCBもﾄﾘｯﾌﾟしたため、給電出来ず停波。				関放第9044号 カンホウダイゴウ		湯の沢局 ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地出向してMCCB再投入し、予備電源で放送再開。その後、東京電力が焼損箇所を交換、商用復電し復旧。				245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川 カナガワ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:23		8/1/14		23:53:04		3:02:41		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ焼損と共に予備電源のMCCBもﾄﾘｯﾌﾟしたため、給電出来ず停波。				関放第9046号 カンホウダイゴウ		湯の沢局 ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地出向してMCCB再投入し、予備電源で放送再開。その後、東京電力が焼損箇所を交換、商用復電し復旧。				245		共建 キョウケン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		TBSテレビ						DTV		中 チュウ		8						8/1/14		20:50:53		8/1/14		23:53:04		3:02:11		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷により漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ焼損と共に予備電源のMCCBもﾄﾘｯﾌﾟしたため、給電出来ず停波。				関放第9043号 カンホウダイゴウ		湯の沢局 ユサワキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		現地出向してMCCB再投入し、予備電源で放送再開。その後、東京電力が焼損箇所を交換、商用復電し復旧。				245		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スカパーJSAT						幹 カン				8				○		8/2/14		0:00:00		8/2/14		0:01:49		0:01:49		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND14　#292 時代劇専門チャンネルＨＤ　#293 ファミリー劇場ＨＤ　#310 スーパー！ドラマＴＶ ＨＤ　ND18　#240 ムービープラスＨＤ　#262 ゴルフネットワークＨＤ　#314 女性チャンネル♪LaLa TV(HD）

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/2/14		17:49:15		8/2/14		17:51:03		0:01:48		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND14　#292 時代劇専門チャンネルＨＤ　#293 ファミリー劇場ＨＤ　#310 スーパー！ドラマＴＶ ＨＤ　ND18　#240 ムービープラスＨＤ　#262 ゴルフネットワークＨＤ　#314 女性チャンネル♪LaLa TV(HD）

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/2/14		17:52:25		8/2/14		17:52:26		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND14　#292 時代劇専門チャンネルＨＤ　#293 ファミリー劇場ＨＤ　#310 スーパー！ドラマＴＶ ＨＤ　ND18　#240 ムービープラスＨＤ　#262 ゴルフネットワークＨＤ　#314 女性チャンネル♪LaLa TV(HD）

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/3/14		22:39:00		8/3/14		22:39:10		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				電気通信事業者が対応		映像にノイズが6回発生。
系統を切替えて復旧。								#568（中国テレビ★CCTV大富）

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		一関コミュニティFM放送 イチノセキホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/14		2:49:57		8/4/14		9:25:26		6:35:29		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8559号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		送信所周辺の東北電力の電力トランス		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ						9,430		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		中崎電子工業（かごしまＦＭ７８６）						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/14		6:00:00		8/4/14		6:27:00		0:27:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		自動演奏装置のプログラムミス				九放第11215号 キュウホウダイゴウ		かごしまFM786				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		自動演奏装置のプログラムを再セットし回復		九放第11366号 キュウホウダイゴウ		217,000				自動送出されないとき、無音検知器により自動で音楽が流れる様にした。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/14		19:00:00		8/4/14		19:00:10		0:00:10		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						沖放第524号 オキホウダイゴウ		エフエムみやこ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		職員が放送モニターで気づき入力設定を変更して復旧				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8				○		8/5/14		9:51:30		8/5/14		9:51:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4358号 ホクホウダイゴウ		羽幌中継局 ハボロチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,824		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/5/14		9:51:30		8/5/14		9:51:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4359号 ホクホウダイゴウ		羽幌中継局 ハボロチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,824		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/5/14		9:51:30		8/5/14		9:51:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4360号 ホクホウダイゴウ		羽幌中継局 ハボロチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,824		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8						8/5/14		9:51:30		8/5/14		9:51:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4361号 ホクホウダイゴウ		羽幌中継局 ハボロチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/5/14		9:51:30		8/5/14		9:51:40		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4362号 ホクホウダイゴウ		羽幌中継局 ハボロチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,824		共建 キョウケン

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/6/14		13:10:00		8/6/14		13:50:00		0:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン		集中豪雨による土砂崩れにより東北電力配電線ルートの電力柱が流され電力線が断線し停電が発生。バッテリーにより放送を継続していたが停電が長時間におよび放電終止にいたったもの。				東放第8111号 トウホウダイゴウ		RAB深浦長慶平 フカウラチョウケイタイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視装置にて停電検知。東北電力から復旧の目途が立たない情報を受け現地出向。携帯発電機により電力を供給し復旧。				28		共建 キョウケン		土砂崩れ等により、現地出向が遅延。エリア内世帯も停電。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森テレビ アオモリ						DTV		中 チュウ		8						8/6/14		13:10:00		8/6/14		13:50:00		0:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン		集中豪雨による土砂崩れにより東北電力配電線ルートの電力柱が流され電力線が断線し停電が発生。バッテリーにより放送を継続していたが停電が長時間におよび放電終止にいたったもの。				東放第8112号 トウホウダイゴウ		ATV深浦長慶平 フカウラチョウケイタイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視装置にて停電検知。東北電力から復旧の目途が立たない情報を受け現地出向。携帯発電機により電力を供給し復旧。				28		共建 キョウケン		土砂崩れ等により、現地出向が遅延。エリア内世帯も停電。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森朝日放送 アオモリアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/6/14		13:10:00		8/6/14		13:50:00		0:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン		集中豪雨による土砂崩れにより東北電力配電線ルートの電力柱が流され電力線が断線し停電が発生。バッテリーにより放送を継続していたが停電が長時間におよび放電終止にいたったもの。				東放第8113号 トウホウダイゴウ		ABA深浦長慶平 フカウラチョウケイタイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		監視装置にて停電検知。東北電力から復旧の目途が立たない情報を受け現地出向。携帯発電機により電力を供給し復旧。				28		共建 キョウケン		土砂崩れ等により、現地出向が遅延。エリア内世帯も停電。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8						8/6/14		13:10:00		8/6/14		13:50:00		0:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第8098号、東放第8099号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウ		深浦長慶平DG,DE フカウラチョウケイタイ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		民放幹事社が現地出向し、携帯発電機で電力供給 ミンポウカンジシャゲンチシュッコウケイタイハツデンキデンリョクキョウキュウ				28		共建 キョウケン		土砂崩れ等により、現地出向が困難で時間を要した。 コンナンジカンヨウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/7/14		22:40:26		8/7/14		22:42:06		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン		鳥害による トリガイ				北放第4052号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/7/14		22:40:26		8/7/14		22:42:06		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4053号 キタホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/7/14		22:40:26		8/7/14		22:42:06		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4055号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/7/14		22:40:26		8/7/14		22:42:06		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4056号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/7/14		22:40:26		8/7/14		22:42:06		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4057号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ビーエスＦＯＸ						幹 カン				8				○		8/9/14		0:00:00		8/9/14		4:30:00		4:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ										放送素材準備における人為的なミスにより、放送予定と異なる番組素材を放送。対応として予定変更の旨のお断りテロップを送出。(番組中)その他、12日深夜2時より再放送を実施。ホームページにて再放送予定告知を実施。BS_238ch (FOXスポーツ＆エンターテイメント）

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/10/14		6:19:27		8/10/14		6:23:24		0:03:57		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8						8/10/14		6:50:48		8/10/14		6:54:57		0:04:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/10/14		9:18:51		8/10/14		15:57:49		6:38:58		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4821号 ヨンホウダイゴウ		沖の島弘瀬DG オキシマヒロセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				55		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		9:18:51		8/10/14		15:57:49		6:38:58		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4822号 シホウダイゴウ		沖の島弘瀬DE オキシマヒロセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				55		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		9:18:51		8/10/14		15:57:49		6:38:58		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4826号 シホウダイゴウ		沖の島弘瀬DTV オキシマヒロセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				56		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		テレビ高知 コウチ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		9:18:51		8/10/14		15:57:49		6:38:58		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4827号 シホウダイゴウ		沖の島弘瀬DTV オキシマヒロセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				56		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		高知さんさんテレビ コウチ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		9:18:51		8/10/14		15:57:49		6:38:58		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4828号 シホウダイゴウ		沖の島弘瀬DTV オキシマヒロセ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				56		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/10/14		10:05:12		8/10/14		10:15:48		0:10:36		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8						8/10/14		10:22:12		8/10/14		10:27:06		0:04:54		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8						8/10/14		10:53:36		8/10/14		10:56:36		0:03:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ トウカイ						R		親 オヤ		8				○		8/10/14		11:49:25		8/10/14		11:49:32		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第33号 ウミホウダイゴウ		七宝放送局 ナナタカラホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		常用の電力線が停電したため、７秒後に予備の電力線を使用し回復。切替操作は自動制御回路により自動実行。				約5,370,000 ヤク		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/10/14		12:33:06		8/10/14		16:51:58		4:18:52		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		台風11号による タイフウゴウ				近放第102168号 キンホウダイゴウ		NHK粉河秋葉下DG コカワアキバシタ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（空中線系） チュウケイカイセンセツビクウチュウセンケイ		受信空中線（１段４列16RG） ジュシンクウチュウセンダンレツ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		台風接近で樹木が倒木。受信空中線の一部に接触して損傷。受信レベル低下により、うちNHK-DGのみが断続的に停波した。天候回復により、徐々に受信レベルが上昇し自然復旧した。その後、損傷部分を代替品と交換した。				720		共建 キョウケン		台風通過直後で道路事情が悪化。迂回等により現地出向が遅延。原因把握に時間を要した。

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫 ヒョウゴ		エフエムわいわい						CFM		C親 オヤ		8				○		8/10/14		13:00:00		8/13/14		15:00:00		74:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5833号 キンホウダイゴウ		エフエムわいわい				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		送信所において送信機出力が停止していること(停波)を確認の後、送信機のチェック、清掃、再起動をおこなったが復旧しなかったため、予備として保管していた送信機（申請手続き未実施）にて放送を再開するため8月13日に申請手続きを行い、無線局検査を受けて同日15時00分00秒に放送を再開。

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/10/14		14:06:57		8/10/14		16:39:17		2:32:20		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4819号 シホウダイゴウ		沖の島母島DG オキシマハハジマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				65		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/10/14		14:06:57		8/10/14		16:39:17		2:32:20		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4820号 シホウダイゴウ		沖の島母島DE オキシマハハジマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				65		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		14:06:57		8/10/14		16:39:17		2:32:20		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4823号 シホウダイゴウ		沖の島母島DTV オキシマハハジマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				66		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		テレビ高知 コウチ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		14:06:57		8/10/14		16:39:17		2:32:20		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4824号 シホウダイゴウ		沖の島母島DTV オキシマハハジマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				66		共建 キョウケン

				四国 シコク				高知 コウチ		高知さんさんテレビ コウチ						DTV		中 チュウ		8						8/10/14		14:06:57		8/10/14		16:39:17		2:32:20		停電 テイデン		停電 テイデン						四放第4825号 シホウダイゴウ		沖の島母島DTV オキシマハハジマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		四国電力長時間停電の為、バックアップ用バッテリー切れにより停波。現地出向し、予備の非常用発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。8月11日14時過ぎに復電し本復旧。				66		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/10/14		17:37:55		8/10/14		17:38:15		0:00:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/10/14		18:29:58		8/10/14		18:33:08		0:03:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		18:29:58 地球局周辺の豪雨発生。
18:33:08 自然復旧。								プレミアムサービス全チャンネル

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				8						8/10/14		18:29:58		8/10/14		18:33:08		0:03:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		18:29:58 地球局周辺の豪雨発生。
18:33:08 自然復旧								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ						ジュピターサテライト放送						般 ハン				8						8/10/14		18:29:58		8/10/14		18:33:08		0:03:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		18:29:58 地球局周辺の豪雨発生。
18:33:08 自然復旧								#211（ショップチャンネル）

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				8						8/10/14		18:29:58		8/10/14		18:33:08		0:03:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		18:29:58 地球局周辺の豪雨発生。
18:33:08 自然復旧								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8				○		8/10/14		18:30:26		8/10/14		18:31:25		0:00:59		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8				○		8/11/14		1:57:31		8/11/14		1:57:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4284号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/11/14		1:57:31		8/11/14		1:57:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4286号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8						8/11/14		1:57:31		8/11/14		1:57:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/11/14		1:57:31		8/11/14		1:57:41		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送 ムロランホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/11/14		7:17:00		8/11/14		7:40:00		0:23:00		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3887号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		UPS電池切れ デンチギ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		発電機接続 ハツデンキセツゾク				56,641		単独 タンドク		台風の影響による強風で北電所有電線切断。稼働していたＵＰＳ電池枯渇。その後北電工事完了。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		8				○		8/11/14		12:02:19		8/11/14		12:02:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号 ホクホウダイゴウ		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第489号、北放第2231号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8						8/11/14		12:02:19		8/11/14		12:02:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号 ホクホウダイゴウ		VICS中標津 ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3657号、北放第3658号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		中 チュウ		8				○		8/13/14		21:47:10		8/13/14		21:47:12		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		フェージングによる				東放第7059号 トウホウダイゴウ		蔵王温泉 ザオウオンセン				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		TTL受信装置 ジュシンソウチ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ						346		共建 キョウケン

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/15/14		16:59:14		8/15/14		16:59:30		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		自社制作映像に切替え								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				8						8/15/14		16:59:14		8/15/14		16:59:30		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		自社制作映像に切替え								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		つやまコミュニティFM						CFM		C親 オヤ		8				○		8/16/14		7:00:00		8/16/14		8:15:00		1:15:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第11416号 チュウホウダイゴウ		つやまコミュニティFM				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		コーディック、NTT回線（TA) カイセン		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		監視装置にて無変調検出送信所に出向き音楽放送に切替。NTTで回線調査修理後予備ＴＡ、コーディックへの交換で復旧				43,000

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						R		中 チュウ		8				○		8/16/14		9:30:00		8/16/14		17:35:00		8:05:00		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷により中国電力の事故停電が発生し、非常用発電機が起動したが、故障のため停止し、放送機に電気が供給出来なくなったため。				中放第７号 チュウホウダイゴウ		はまだ放送局 ホウソウキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		非常用発電設備 ヒジョウヨウハツデンセツビ		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ						29,344

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエムさんだ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/16/14		11:24:18		8/16/14		11:24:23		0:00:05		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						近放第100665号 キンホウダイゴウ		エフエムさんだ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		コーデック動作不良 ドウサフリョウ		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		NTTの回線復旧が落雷対応が込み合っていた為遅延。コーデックの再起動で回線復旧				36,807		単独 タンドク		コーデックの再起動を早期復旧マニュアルに追加

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		西宮コミュニティ放送 ニシノミヤホウソウ						CFM		中 チュウ		8				○		8/16/14		13:00:00		8/17/14		21:08:00		32:08:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						近放第100208号 キンホウダイゴウ		畑山中継局 ハタケヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		リスナーからの連絡により発覚。現地に出向しブレーカーをあげて復旧。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜 ギフ						FM		親 オヤ		8				○		8/17/14		13:21:54		8/17/14		13:22:17		0:00:23		停電 テイデン		雷 カミナリ						海放第4244号 ウミホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出装置（エンコーダー） バングミソウシュツソウチ		音声コーデック オンセイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ				海放第4246号、海放第4248号、海放第4249号、海放第4259号、海放第4763号		約1,350,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送 ムロランホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/19/14		6:30:00		8/19/14		7:10:00		0:40:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3887号 ホクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		機器再起動 キキサイキドウ				67,176		単独 タンドク		ＡＰＳの経年劣化による。本年中の入替えを予定。

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/21/14		0:00:00		8/21/14		0:24:05		0:24:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第9846号 キュウホウダイゴウ		筑後矢部 チクゴヤベ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		上位局の自動制御表示盤へ接続するケーブル(TTL装置の制御線）		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		上位局の自動制御表示盤のコネクター接触不良による誤制御により、上位局のTTL装置が停波。別作業のため臨局していたスタッフが箇所を特定、再接続し復旧。				475		共建 キョウケン

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南 シュウナン						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/14		9:00:03		8/21/14		9:03:20		0:03:17		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		APS登録ミス トウロク				中放第10424号 チュウホウダイゴウ		エフエム周南 シュウナン				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		手動で強制的にスタジオでの放送に戻して対応				約120,000 ヤク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/21/14		12:25:06		8/21/14		12:42:16		0:17:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第9846号 キュウホウダイゴウ		筑後矢部 チクゴヤベ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		上位局の自動制御表示盤へ接続するケーブル(TTL装置の制御線）		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		上位局の自動制御表示盤のコネクター接触不良による誤制御により、上位局のTTL装置が停波。別作業のため臨局していたスタッフが箇所を特定、再接続し復旧。				475		共建 キョウケン

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/21/14		13:14:44		8/21/14		13:21:39		0:06:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第9846号 キュウホウダイゴウ		筑後矢部 チクゴヤベ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		上位局の自動制御表示盤へ接続するケーブル(TTL装置の制御線）		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		上位局の自動制御表示盤のコネクター接触不良による誤制御により、上位局のTTL装置が停波。別作業のため臨局していたスタッフが箇所を特定、再接続し復旧。				475		共建 キョウケン

				信越 シンエツ		重 ジュウ		長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						R		プ		8				○		8/22/14		2:57:00		8/22/14		8:34:00		5:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第25号 シンホウダイゴウ		SBC飯田R イイダ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		伊那Rとの同期放送による干渉を低減するための音声遅延調整装置が故障し、無音放送となった。故障した装置をバイパスして復旧。				95,325		単独 タンドク

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		8				○		8/22/14		3:42:42		8/22/14		3:42:46		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4350号 ウミホウダイゴウ		NHK岐阜DG ギフ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		励振器異常による放送機出力断。待機側装置に切り替えて回復		みなしプラン　海放第4509号。プラン　海放第4702号。海放第4784号。海放第4932号。海放第4936号。海放第5238号。海放第5271号。海放第5309号。海放第5397号。		約780,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8				○		8/22/14		18:34:52		8/22/14		18:35:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4284号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/22/14		18:34:52		8/22/14		18:35:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4285号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/22/14		18:34:52		8/22/14		18:35:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4286号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8						8/22/14		18:34:52		8/22/14		18:35:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4287号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/22/14		18:34:52		8/22/14		18:35:02		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4290号 ホクホウダイゴウ		北檜山中継局 キタヒヤマチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				4,971		共建 キョウケン

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						R		中 チュウ		8				○		8/22/14		18:48:00		8/22/14		18:59:00		0:11:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第15号 トウホウダイゴウ		JOGEひろさきほうそうきょく				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		落雷による送信機保護動作		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		激しい落雷により、送信機のノッチング保護動作が働き、放送が中断。激しい落雷により送信所から多数の通報があり、監視制御用の電話回線が本社から接続できない状態が続いたが、この間、何度も接続を試みる。監視制御用の電話回線が繋がり、送信機をリセットし復旧。				160,295		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/22/14		22:14:18		8/22/14		22:14:51		0:00:33		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		キー局との番組中継回線機器に不具合 キョクバングミチュウケイカイセンキキフグアイ				北放第９号 ホクホウダイゴウ		札幌親局 サッポロオヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ		北放第10号（函館）、北放第11号（釧路）、北放第12号（室蘭）、北放第13号（旭川）、北放第14号（帯広）、北放第16号（網走）、北放第２号（名寄）、北放第15号（北見）、北放第1464号（留萌）、北放第1465号（根室）、北放第1524号（苫小牧）、北放第1705号（稚内）、北放第2500号（江差）、北放第2501号（北檜山）、北放第2615号（遠軽）、北放第3242号（遠別） ゴウハコダテホクホウダイゴウクシロゴウムロランゴウアサヒカワゴウオビヒロゴウアバシリゴウナヨロゴウキタミゴウルモイゴウネムロゴウトマコマイゴウワッカナイゴウエサシゴウキタヒヤマゴウトオカルゴウトオベツ		2,417,000		単独 タンドク

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		えふえむ花巻 ハナマキ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/23/14		2:32:28		8/23/14		5:29:28		2:57:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8012号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（電源設備） チュウケイカイセンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ				東放第8013号、東放第8104号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウ		17,350		単独 タンドク		電源装置のブレーカーが断。悪天候のため、現地出向及び確認作業が遅延し、無停電装置のバッテリーが切れた。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		8				○		8/23/14		20:57:58		8/23/14		20:58:08		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第54号 ホクホウダイゴウ		中頓別R1 ナカトンベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				3,739		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		8						8/23/14		20:57:58		8/23/14		20:58:08		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第133号 ホクホウダイゴウ		中頓別R2 ナカトンベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ				2,707		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8				○		8/23/14		20:58:04		8/23/14		20:58:14		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3621号 ホクホウダイゴウ		VICS知駒 シコマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3623号、北放第3624号、北放第3627号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		14,850		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		8				○		8/24/14		13:39:28		8/24/14		13:39:38		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号 ホクホウダイゴウ		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第489号、北放第2231号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		一般財団法人　道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 チュウ		8						8/24/14		13:39:28		8/24/14		13:39:38		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号 ホクホウダイゴウ		VICS中標津 ナカシベツ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		北電停電により自家発電機に切り替わるまでの間停波 ホクデンテイデンジカハツデンキキカアイダテイハ		北放第3657号、北放第3658号 ホクホウダイゴウホクホウダイゴウ		20,240		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/24/14		20:27:32		8/24/14		20:27:47		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（系切替）		20:27 映像、音声の異常を認知。
エンコーダを予備系統へ切替え。								#681 (JLC681)

				本省 ホンショウ		累 ルイ				スカパーJSAT						幹 カン				8				○		8/25/14		0:00:00		8/25/14		0:10:22		0:10:22		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		8:13:43		8/25/14		8:14:25		0:00:42		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		8:26:44		8/25/14		8:29:18		0:02:34		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		8:49:59		8/25/14		8:51:49		0:01:50		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		9:01:42		8/25/14		9:03:19		0:01:37		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		9:04:02		8/25/14		9:04:58		0:00:56		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				8						8/25/14		9:13:12		8/25/14		9:15:55		0:02:43		回線障害 カイセンショウガイ		その他 ホカ		不明波 フメイナミ										放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（空中線系） ホウソウキョクソウシンセツビクウチュウセンケイ		不明波の混信による回線品質劣化 フメイナミコンシンカイセンヒンシツレッカ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		不明波消滅まで待機 フメイナミショウメツタイキ								ND16　#290TAKARAZUKA　SKY　STAGE　#305チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた　#311ＡＸＮ 海外ドラマ　#333アニメシアターX(AT-X)　#343ナショナル ジオグラフィック チャンネル　#353ＢＢＣワールドニュース

				東北 トウホク				秋田 アキタ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		8				○		8/29/14		15:40:54		8/29/14		18:37:18		2:56:24		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7880号 トウホウダイゴウ		羽出庭DE ハネデニワ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		NHKが現地出向し回復 ゲンチシュッコウカイフク		東放第7885号 トウホウダイゴウ		460

				本省 ホンショウ		注 チュウ				サテライト・サービス						幹 カン				8				○		8/31/14		0:00:00		9/2/14		14:39:00		62:39:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		9/2複数の視聴者より特定番組之録画予約ができない連絡あり。SI/EPG送出装置内のデータを書き換え、復旧。								録画予約不可の番組は一つのみ。発生時刻は推定。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重テレビ ミエ						DTV		親 オヤ		8				○		8/31/14		21:57:30		8/31/14		21:57:40		0:00:10		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＡＰＣからスタンバイされた番組テロップを過去のテロップと運行者が間違って判断しスキップさせた事により放送用に作画できず黒味送出となってしまった。				海放第4393号 ウミホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		手動操作にてテロップを準備したが、放送枠内には間に合わなかった。次の番組冒頭で文字スーパーによる代替措置を行い欠落情報の送出を行った。		プラン海放第4537号。プラン海放第4544号。プラン海放第4726号。海放第4727号。海放第4746号。海放第4788号。海放第4816号。海放第5036号。海放第5087号。海放第5147号。海放第5138号。海放第5234号。海放第5236号。		529,540		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						ブロードキャストサテライトディズニー						幹 カン				8				○		8/31/14		23:18:05		8/31/14		23:18:11		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		現用系のサーバーの不具合により映像及び音声のフリーズが発生。エラー検知により、放送を予備系に切り替えることで復旧。								ＢＳ第25号　番組バンク（送出サーバー）の出力ポートとサーバー制御モジュール間で通信障害が発生したことに因る。障害があったハードウェアの交換を実施。 ダイゴウバングミソウシュツシュツリョクセイギョアイダツウシンショウガイハッセイヨショウガイコウカンジッシ

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ブロードキャストサテライトディズニー						幹 カン				8						8/31/14		23:18:05		8/31/14		23:18:11		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		現用系のサーバーの不具合により映像及び音声のフリーズが発生。エラー検知により、放送を予備系に切り替えることで復旧。								ＣＳ１７５　番組バンク（送出サーバー）の出力ポートとサーバー制御モジュール間で通信障害が発生したことに因る。障害があったハードウェアの交換を実施。 バングミソウシュツシュツリョクセイギョアイダツウシンショウガイハッセイヨショウガイコウカンジッシ

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		エフエム石川 イシカワ						FM		中 チュウ		9				○		9/1/14		3:59:00		9/1/14		22:54:07		18:55:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		親局の点検時に送信機の入/切を行った際、珠洲中継局の切替制御ユニットが中継送信機の現用・予備の両方からの機器故障アラームを受信した。これにより現用・予備の両方の送信機に対して電源OFFの制御をしたことによって放送開始時刻になっても電波が発射されず停波に至った。				陸放第1189号 リクホウダイゴウ		石川珠洲ＦＭ イシカワスズ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		手動でアラームをリセットして送信機がONになり放送を再開した。				4,987		共建 キョウケン		故障メールに気付かず、現地出向が遅延。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		9				○		9/1/14		7:58:18		9/1/14		14:25:00		6:26:42		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						関放第9956号 カンホウダイゴウ		母島局 ハハジマキョク				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ						244		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 チュウ		9				○		9/1/14		7:58:18		9/1/14		14:25:00		6:26:42		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						関放第9958号 カンホウダイゴウ		母島局 ハハジマキョク				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ						244		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 チュウ		9						9/1/14		7:58:18		9/1/14		14:25:00		6:26:42		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						関放第9957号 カンホウダイゴウ		母島局 ハハジマキョク				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ						244		単独 タンドク

				近畿 キンキ				京都 キョウト		京都放送 キョウトホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/2/14		1:51:29		9/2/14		2:39:00		0:47:31		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		受信所の分離端子板 破損				近放第101523号 キンホウダイゴウ		KBS峰山局 ミネヤマキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて、弊社ﾃﾚﾋﾞﾏｽﾀｰ勤務者が停波を確認し、日本ｴﾚｸﾄﾛﾆﾂｸｼｽﾃﾑｽﾞ（株）(NES)大阪本社へ連絡。NESがKBS峰山局DTVへ緊急出向。受信所の分離端子板を予備品に交換し、復帰。9/2の番組放送を正常開始。		近放第101772号 キンホウダイゴウ		13,965

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		20:44:11		9/6/14		20:47:34		0:03:23		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		20:56:13		9/6/14		20:56:25		0:00:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		20:58:25		9/6/14		20:59:49		0:01:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		21:08:34		9/6/14		21:20:13		0:11:39		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/6/14		21:23:14		9/6/14		22:00:07		0:36:53		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		22:39:19		9/6/14		22:40:43		0:01:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		22:44:13		9/6/14		23:00:13		0:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				9						9/6/14		23:02:07		9/6/14		23:06:07		0:04:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○		9/7/14		5:33:26		9/7/14		5:35:16		0:01:50		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン						九放第8883号 キュウホウダイゴウ		MRT宮崎DTV ミヤザキ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		営放システム（EDPS） エイホウ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		放送運行データの修正ミスによるＣＭ未送出の放送中断事故。放送運行データの自動復旧により回復。		プラン九放第8969号。プラン九放第9089号。九放第8980号。九放第9086号。九放第9228号。九放第9234号。九放第9270号。九放第9291号。九放第9306号。九放第9288号。九放第9329号。九放第9328号。九放第9384号。九放第9385号。九放第9383号。九放第9474号。九放第9475号。九放第9694号。九放第9778号。九放第9779号。九放第9839号。九放第9840号。九放第9894号。九放第9895号。九放第9952号。九放第9793号。九放第9953号。九放第100		約500,000 ヤク		単独 タンドク		5時33分21秒～5時35分21秒の2分間のＣＭ未送出（実際の黒味は5時33分26秒～5時35分16秒までの1分50秒間　放送映像は終わりと始まりに5秒ずつ余分にある為）

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/7/14		5:55:00		9/7/14		5:56:30		0:01:30		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（系切替）		収録サーバーの容量がないまま収録したため、黒味を送出。系を切替えて復旧。								#527 (ジュエリー☆GSTV)

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						R		中 チュウ		9				○		9/8/14		4:00:00		9/8/14		5:54:00		1:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第5776号 トウホウダイゴウ		小国R オグニ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		放送機切替器 ホウソウキキリカエキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		社員が現地出向し、手動にて系切替を実施 シャインゲンチシュッコウシュドウケイキリカエジッシ				3,079		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムくしろ						CFM		中 チュウ		9				○		9/9/14		16:30:00		9/10/14		12:40:00		20:10:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						北放第3750号 ホクホウダイゴウ		阿寒町中継局 アカンチョウチュウケイキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		回線の不具合が発生し、NTTにメンテナンスを依頼、点検作業中に停波。不具合の原因は、専用回線（光）の共同加入者データ削除により帯域が狭くなったため。NTTがONT交換、コーディックをリブートし音声が復旧。回線の不具合は帯域を広げ復旧。無音になった原因は、NTTの点検がコーディックに何らかの影響を与えたため。				1,619		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムくしろ						CFM		中 チュウ		9						9/9/14		16:30:00		9/10/14		12:40:00		20:10:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ						北放第3751号 ホクホウダイゴウ		阿寒湖温泉中継局 アカンコオンセンチュウケイキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		回線の不具合が発生し、NTTにメンテナンスを依頼、点検作業中に停波。不具合の原因は、専用回線（光）の共同加入者データ削除により帯域が狭くなったため。NTTがONT交換、コーディックをリブートし音声が復旧。回線の不具合は帯域を広げ復旧。無音になった原因は、NTTの点検がコーディックに何らかの影響を与えたため。				870		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/9/14		23:58:16		9/9/14		23:59:06		0:00:50		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（系切替）		収録・送出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの日にち跨ぎの誤差でｴﾗｰが発生し、APC作動せず。系を切替えて復旧。後日、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを改修。								#527 (ジュエリー☆GSTV)

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/10/14		14:34:53		9/10/14		14:36:33		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による ラクライ				北放第4052号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/10/14		14:34:53		9/10/14		14:36:33		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4053号 キタホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/10/14		14:34:53		9/10/14		14:36:33		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4055号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/10/14		14:34:53		9/10/14		14:36:33		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4056号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/10/14		14:34:53		9/10/14		14:36:33		0:01:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4057号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井エフエム フクイ						FM		中 チュウ		9				○		9/10/14		18:57:05		9/10/14		18:59:19		0:02:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第678号 リクホウダイゴウ		小浜 オハマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		系統切替装置 ケイトウキリカソウチ		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		中継局に出向し系統切替装置のアラームリセットにて復帰。				14,804		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		9				○		9/11/14		0:00:00		9/11/14		0:00:12		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による ラクライ				北放第10号 ホクホウダイゴウ		函館ラジオ局 ハコダテキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ				560,167		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		9						9/11/14		2:18:54		9/11/14		2:19:00		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による ラクライ				北放第10号 ホクホウダイゴウ		函館ラジオ局 ハコダテキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ				560,167		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		9						9/11/14		3:37:35		9/11/14		3:37:41		0:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による ラクライ				北放第10号 ホクホウダイゴウ		函館ラジオ局 ハコダテキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		無音割り込みBGM送出により復旧 ムオンワコソウシュツフッキュウ				560,167		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						スカパーJSAT						幹 カン				9				○		9/11/14		13:46:25		9/11/14		13:46:36		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備（空中線系） チキュウキョクセツビクウチュウセンケイ		降雨によるアップリンク電波の減衰 コウウデンパゲンスイ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機 コウウキョウドヨワタイキ								全チャンネル ゼン

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送 ズシハヤマホウソウ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/14/14		22:45:05		9/14/14		22:52:08		0:07:03		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		番組自動送出システムがウイルスの侵入により停止した。				関放第3594号 セキホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		番組自動送出装置 バングミジドウソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		番組自動送出システムのコンピュータを再起動した。				約80,000 ヤク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/18/14		9:36:16		9/18/14		9:44:12		0:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4420号 ホクホウダイゴウ		庶野中継局 ショノチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				427		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/18/14		9:36:16		9/18/14		9:44:12		0:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4422号 ホクホウダイゴウ		庶野中継局 ショノチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				427		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/18/14		9:36:16		9/18/14		9:44:12		0:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4424号 ホクホウダイゴウ		庶野中継局 ショノチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				427		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/18/14		9:36:16		9/18/14		9:44:12		0:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4056号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン														その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		現用系のサーバーの不具合により映像及び音声のフリーズが発生。エラー検知により、放送を予備系に切り替えることで復旧。								ＢＳ第25号　番組バンク（送出サーバー）の出力ポートとサーバー制御モジュール間で通信障害が発生したことに因る。障害があったハードウェアの交換を実施。 ダイゴウバングミソウシュツシュツリョクセイギョアイダツウシンショウガイハッセイヨショウガイコウカンジッシ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/18/14		9:36:16		9/18/14		9:44:12		0:07:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4057号 ホクホウダイゴウ		幌加内中継局 ホロカナイチュウケイキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		北電停電により停波（蓄電池なし） ホクデンテイデンテイハチクデンチ				617		共建 キョウケン

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティ放送 シミンホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		9/20/14		16:00:04		9/20/14		16:01:09		0:01:05		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組データの登録ミス バングミトウロク				東放第6004号 トウホウダイゴウ		湯ノ岳 ユタケ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		別音源を送出し対応 ベツオンゲンソウシュツタイオウ		東放第8633号～東放第8645号（13局） トウホウダイゴウトウホウダイゴウキョク						番組データの登録ミス バングミトウロク

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/21/14		2:33:16		9/21/14		2:34:10		0:00:54		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ												中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置)				電気通信事業者が対応		映像が数回フリーズ。
自然復旧したが、再発防止に向け回線設定を変更。								#518 (フェニックステレビ（鳳凰衛視）)

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/21/14		4:35:30		9/21/14		4:35:50		0:00:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（その他）		音声：無音が発生。スタジオに戻り、番組を再開。								#212（QVC（キューヴィーシー））

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				9						9/21/14		4:35:30		9/21/14		4:35:50		0:00:20		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（その他）		スタジオに戻り、番組を再開。								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ						インタラクティ－ヴィ						幹 カン				9				○		9/21/14		18:55:13		9/21/14		18:55:19		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		9/21　18:55 監視用受信機にて映像、音声の異常を認知。エンコーダ設備を予備へ切替え、復旧。

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送 ズシハヤマホウソウ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/21/14		22:29:10		9/21/14		23:05:00		0:35:50		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		ウィルスは駆除できているが、Windowsがウィルスの侵入により影響を受け停止した。 クジョシンニュウエイキョウウテイシ				関放第3594号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		番組自動送出装置 バングミジドウソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ						約80,000 ヤク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重テレビ ミエ						DTV		親 オヤ		9				○		9/22/14		5:20:00		9/22/14		5:21:48		0:01:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		SYS-2系現用でSD1放送時に音声が周期的な音飛びが発生しました。２秒～３秒毎に音声瞬断となる不具合。SYS-2 MTXﾗｯｸ D/C(ﾀﾞｳﾝｺﾝﾊﾞｰﾀ)１ OUTの同軸ケーブル不良。				海放第4393号 ウミホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出マトリックス） バングミソウシュツセツビソウシュツ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		システムチェンジを実施し、SYS-1系にて運用、問題なし。SYS-2　MTXﾗｯｸ D/C１OUT　同軸ｹｰﾌﾞﾙ交換を行う。打診テストを実施し問題ない事を確認しました。		プラン海放第4537号。プラン海放第4544号。プラン海放第4726号。海放第4727号。海放第4746号。海放第4788号。海放第4816号。海放第5036号。海放第5087号。海放第5147号。海放第5138号。海放第5234号。海放第5236号。		529,540		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		9				○		9/22/14		5:22:49		9/22/14		5:22:51		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4263号 ウミホウダイゴウ		NHK名古屋DG ナゴヤ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（基準信号発生装置） ホウソウキョクソウシンセツビキジュンシンゴウハッセイソウチ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		基準発振器異常による放送機出力断。待機側装置に切り替えて回復。		プラン　海放第4438号、海放第4560号、海放第4944号、海放第4947号、海放第5148号、海放第5150号、海放第5154号、海放第5170号、海放第5177号、海放第5179号、海放第5267号、海放第5274号、海放第5288号、海放第5292号、海放第5316号、海放第5329号、海放第5346号、海放第5385号		3,643,638		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						ブロードキャストサテライトディズニー						幹 カン				9				○		9/25/14		7:30:40		9/25/14		7:44:52		0:14:12		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		番組運行システムにおいて、字幕の送出モードが間違って設定されていた為に字幕が放送されなかった。設定モードを変更することによって放送を再開した。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛 エヒメ						DTV		親 オヤ		9				○		9/25/14		14:48:18		9/25/14		14:49:06		0:00:48		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		本社～行道山ＳＴＬの現用系電源を誤って断にした。				四第34052号 シダイゴウ		まつやまだいいちテレビ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（送信装置） チュウケイカイセンセツビソウシンソウチ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		直ちにＳＴＬの電源を投入したが、送信機が復旧するまでの４８秒間停波事故となった。		四放第４２２９号、四放第４２７９号、四放第４２８９号、四放第４３６５号、四放第４３７０号、四放第４３７９号、四放第４４０３号、四放第４４９６号、四放第４５３２号、四放第４５４５号、四放第４５８９号、四放第４６４０号、四放第４７２３号、四放第４７２４号、四放第４７３３号、四放第４７６６号、四放第５０１７号、四放第５０２０号、四放第５０２２号、四放第５０４５号		468,000

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		ファイトマイタウンひたち						CFM		C親 オヤ		9				○		9/26/14		12:45:20		9/26/14		12:50:00		0:04:40		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		音声素材作成不良 オンセイソザイサクセイフリョウ				関放第8949号 カンホウダイゴウ		ＦＭひたち				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ										音声素材作成時のチェックリスト作成 オンセイソザイサクセイジサクセイ

				本省 ホンショウ						ＷＯＷＯＷ						幹 カン				9				○		9/30/14		1:22:08		9/30/14		1:28:00		0:05:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ		番組送出サーバー内部基盤 バングミソウシュツナイブキバン		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組送出サーバー内部の基盤交換 バングミソウシュツナイブキバンコウカン

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FM		親 オヤ		9				○		9/30/14		15:24:02		9/30/14		15:26:17		0:02:15		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ＡＰＳのマニュアル操作を誤り、別の素材（サテライトスタジオ）の音声を送出した。				九放第5719号 キュウホウダイゴウ		大分FM オオイタ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出装置（送出マトリックス） バングミソウシュツソウチソウシュツ				事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		15:26:17 フィラー(穴埋め用BGM) 15:28:58にAPS（番組送出装置）が次イベント（CM）を発効したことにより復旧。		九放第5869号(玖珠FM)、九放第5870号(日田FM)、九放第5871号(佐伯FM)、九放第5872号(津久見FM)、九放第5873号(中津FM)、九放第8511号(竹田FM)		423,752		単独 タンドク		本社引っ越し作業の影響で、サテライトスタジオを繋ぐ音声回線２回線のうち、１回線が不調で、その復旧作業を実施していました。この措置が完了したため確認作業をしたところ、操作ミスをし断続的に無音状態が発生した。以下、発生状況。15：24：02　無音、15：24：08　信号、15：24：25　無音、15：24：34　信号、15：24：43　無音、15：24：55　信号、15：25：04　無音、15：25：12　信号、15：25：43　無音、15：26：14　信号、15：26：17　フィラー15：28：58　通常放

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10				○		10/1/14		0:56:39		10/1/14		1:01:23		0:04:44		その他 ホカ		人為的な要因												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（その他）		エンコーダの誤設定による映像、音声の異常。
正しい値に設定し、復旧。								#521（囲碁・将棋チャンネルHD）、#546（鉄道チャンネル）、
#637（クラシカ・ジャパンHD）、
#968（パワープラッツ）

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		エフエム上越						CFM		C親 オヤ		10				○		10/1/14		4:30:55		10/1/14		6:39:23		2:08:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第3199号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(ステレオ変調装置)		送信所に設置されている入力切替装置		事業者が自ら対応（その他）						42,522

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/1/14		10:18:48		10/1/14		10:22:44		0:03:56		回線障害		電気通信事業者の回線障害		高所作業車が回線用光ケーブルを切断。				北放第14号		帯広ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（系切替）		予備回線接続、切替えにて復旧。				151,598		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送						R		中 チュウ		10				○		10/2/14		0:05:15		10/2/14		0:40:53		0:35:38		回線障害		電気通信事業者の回線障害						九通放第932号		OBS日田R				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT局内の機器故障に伴う光回線断による音声断		電気通信事業者が対応		NTT大分－NTTスズビル間の機器自然故障・自然復帰				30,962		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送						R		中 チュウ		10						10/2/14		0:05:15		10/2/14		0:40:53		0:35:38		回線障害		電気通信事業者の回線障害						九通放第6808号		OBS佐伯R				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT局内の機器故障に伴う光回線断による音声断		電気通信事業者が対応		NTT大分－NTTスズビル間の機器自然故障・自然復帰				30,853		共建

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/3/14		20:51:30		10/3/14		21:16:06		0:24:36		その他 ホカ		人為的な要因		運行担当者が、番組延長操作を誤り、グレー画面等を送出。				中放第10500号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		運行担当者が、運行情報の修正等を行い復旧。		中放第１０５００号、中放第１０６８３号、中放第１０６８４号、中放第１０６８５号、中放第１０６８６号、中放第１０６８７号、中放第１０９７９号、中放第１０９７８号、中放第１１０３９号、中放第１１０８６号、中放第１０９３５号、中放第１１０３７号、中放第１１０３８号、中放第１１０８５号、中放第１０９３７号、中放第１０９３６号、中放第１１０８７号、中放第１１０８８号、中放第１１０９０号、中放第１１０４０号、中放第１１３００号、中放第１１３０１号、中放第１１６４７号、中放第１１４４６号、中放第１１５２４号、中放第１１		420,638				演奏所での発生のため、全局に影響した。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津						CFM		C親 オヤ		10				○		10/3/14		21:35:14		10/3/14		21:36:58		0:01:44		その他 ホカ		人為的な要因		放送運行データにプログラムミスがあったため、無変調状態になった。				信放第２２８０号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）				無 ナシ		約20,000 ヤク		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		エフエムいわぬま						CFM		C親 オヤ		10				○		10/4/14		2:45:00		10/4/14		2:47:00		0:02:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風の降雨によるＣＳ放送波の減衰				東放第2604号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（系切替）		ＣＳアンテナの切り換え				15,000		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/5/14		4:22:27		10/5/14		4:22:37		0:00:10		停電		停電		高圧線への樹木の接触				北放第4284号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		10						10/5/14		4:22:27		10/5/14		4:22:37		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		10						10/5/14		4:22:27		10/5/14		4:22:37		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		10						10/5/14		4:22:27		10/5/14		4:22:37		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10						10/6/14		7:35:57		10/6/14		7:41:15		0:05:18		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○		10/6/14		7:51:18		10/6/14		7:52:31		0:01:13		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害						関放第8905号		横須賀鴨居				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）						6,081

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10						10/6/14		8:34:24		10/6/14		8:35:01		0:00:37		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				10				○		10/6/14		9:36:24		10/6/14		10:01:10		0:24:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		プ		10				○		10/6/14		9:52:20		10/6/14		9:52:27		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害						関放第7203号		平塚 ヒラツカ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）				関放第8036号、
関放第8296号、
関放第8952号、
関放第8256号、
関放第8622号、
関放第8970号、
関放第9087号、
関放第8846号、
関放第9399号、
関放第9085号、
関放第9255号、
関放第9424号、
関放第8408号、
関放第9247号、
関放第8400号、
関放第8780号、
関放第9117号、
関放第8536号、
関放第9226号、
関放第9218号		1,488,401

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/7/14		1:54:05		10/7/14		1:54:45		0:00:40		その他 ホカ		人為的な要因		運行担当者が、番組延長操作を誤り、グレー画面等を送出。				中放第10500号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		運行担当者が、番組送出設備のマニュアル操作等を行い復旧。		中放第１０５００号、中放第１０６８３号、中放第１０６８４号、中放第１０６８５号、中放第１０６８６号、中放第１０６８７号、中放第１０９７９号、中放第１０９７８号、中放第１１０３９号、中放第１１０８６号、中放第１０９３５号、中放第１１０３７号、中放第１１０３８号、中放第１１０８５号、中放第１０９３７号、中放第１０９３６号、中放第１１０８７号、中放第１１０８８号、中放第１１０９０号、中放第１１０４０号、中放第１１３００号、中放第１１３０１号、中放第１１６４７号、中放第１１４４６号、中放第１１５２４号、中放第１１		420,638				演奏所での発生のため、全局に影響した。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		日本放送協会						R		親 オヤ		10				○		10/9/14		13:01:57		10/9/14		13:02:33		0:00:36		その他 ホカ		人為的な要因		素材回線用マトリクスを切替操作すべきところ、誤って放送本線用マトリクスを操作したため、無音およびテスト信号(1kHz)を送出。				近放第12号		大阪R1局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（その他）		無音アラーム点灯で通常運用状態に切り戻して放送は正常に回復したが、テスト信号(1kHz)送出時も同様の誤操作。放送モニタで異常に気付き、通常状態に切り戻し。		プラン近放第14号。
プラン近放第20号。
近放第16号。近放第23号。
近放第39号。近放第18号。
近放第37号。近放第21号。
近放第25号。近放第33号。
近放第92号。		約12,500,000 ヤク		単独		（下位局含　約1,700万世帯）

本線系統の切替操作部に注意喚起表示を実施。また複数による確認操作の徹底周知を実施。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		ラヂオきしわだ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/9/14		21:09:05		10/9/14		21:17:04		0:07:59		回線障害		電気通信事業者の回線障害						近放第102673号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(光端局装置) チュウケイカイセンセツビヒカリタンキョクソウチ				電気通信事業者が対応		無音感知装置にて故障検知、約 8分後に自然復旧。後日、ＮＴＴがOＮＵを交換した。				約80,000 ヤク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/10/14		3:45:48		10/10/14		3:45:58		0:00:10		停電		停電		高圧線への樹木の接触				北放第4284号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		10						10/10/14		3:45:48		10/10/14		3:45:58		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		10						10/10/14		3:45:48		10/10/14		3:45:58		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		10						10/10/14		3:45:48		10/10/14		3:45:58		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		南海放送						R		プ		10				○		10/10/14		15:06:00		10/10/14		16:54:00		1:48:00		設備故障 セツビコショウ		他の事業者による要因						四放第13号		RNB新居浜R				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		10月10日15時過ぎに給電線を埋設している八幡神社境内で重機による掘削作業が行われ、送信給電線が損傷。アラーム通報で停波を確認。リモコン装置で再起動を試みたが起動しないため、送信担当が現地に向けて出発。10月10日16時20分頃に現地到着、地面に堀削した跡と給電線基部に芯線の断裂を発見、銅板を利用して芯線を仮接続し、放送を復旧させた。				347,767

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		FMなかしべつ放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/11/14		6:40:00		10/11/14		14:10:00		7:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3882号 キタホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ		リミッターコンプレッサー		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		事故発覚後、送信所・演奏所の設備点検。リミッターコンプレッサーの故障が判明。当該機器を介さない配線に変更。当該機器発注、後日交換。 ジコハッカクゴソウシンジョエンソウジョセツビテンケンコショウハンメイトウガイキキカイハイセンヘンコウトウガイキキハッチュウゴジツコウカン		計根別中継局　
北放第4418号 ケネベツチュウケイキョクホクホウダイゴウ		約9,600 ヤク				土曜日だったためか、業者等と連絡が取れず原因の発見に時間がかかった。 ドヨウビギョウシャトウレンラクトゲンインハッケンジカン

				北陸 ホクリク		累 ルイ		福井 フクイ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/11/14		8:02:05		10/11/14		10:12:48		2:10:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージング				陸放第2231号		大野ＤＧ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		フェージングによる受信レベル品質劣化		事業者が自ら対応（自然復旧）				陸放第2235号。
陸放第2422号。
陸放第2509号。		約24,000		単独 タンドク		断続的に40回、
合計45分55秒間停止。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		福井 フクイ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/11/14		8:02:05		10/11/14		10:12:48		2:10:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージング				陸放第2232号		大野ＤＥ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		フェージングによる受信レベル品質劣化		事業者が自ら対応（自然復旧）				陸放第2236号。
陸放第2423号。
陸放第2510号。		約24,000		単独 タンドク		断続的に5回、
合計1分43秒間停止。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ＦＭうるま						CFM		C親 オヤ		10				○		10/11/14		14:01:00		10/11/14		14:47:00		0:46:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		台風によるうち雨				沖放第671号		親局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		電源ブレーカー		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		ブレーカーリセット

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○		10/11/14		19:48:02		10/12/14		10:44:27		14:56:25		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 702号		志喜屋DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				357		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		19:48:02		10/12/14		10:44:27		14:56:25		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 703号		志喜屋DE				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				357		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		19:48:02		10/12/14		10:44:27		14:56:25		停電		停電		台風19号による停電				沖放第707号		志喜屋DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				444		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		19:48:02		10/12/14		10:44:27		14:56:25		停電		停電		台風19号による停電				沖放第708号		志喜屋DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				444		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		19:48:02		10/12/14		10:44:27		14:56:25		停電		停電		台風による停電				沖放第710号		OTV志喜屋DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				444		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○		10/11/14		21:39:08		10/12/14		1:24:14		3:45:06		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 681号		大度DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				293		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		21:39:08		10/12/14		1:24:14		3:45:06		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 682号		大度DE				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				293		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ		累 ルイ		沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		21:39:08		10/12/14		10:28:10		12:49:02		停電		停電		台風19号による停電				沖放第680号		大度DTV ド				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				193		共建

				沖縄 オキナワ		累 ルイ		沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		21:39:08		10/12/14		10:28:10		12:49:02		停電		停電		台風19号による停電				沖放第678号		大渡DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				193		共建

				沖縄 オキナワ		累 ルイ		沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/11/14		21:39:08		10/12/14		10:28:10		12:49:02		停電		停電		台風による停電				沖放第679号		OTV大度DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				193		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10				○		10/12/14		2:13:38		10/12/14		12:09:17		9:55:39		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 715号		運天原DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				78		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		2:13:38		10/12/14		12:09:17		9:55:39		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 716号		運天原DＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ枯渇により停波。復電で回復。				78		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		2:13:38		10/12/14		12:09:17		9:55:39		停電		停電		台風19号による停電				沖放第714号		運天原DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				113		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		2:13:38		10/12/14		12:09:17		9:55:39		停電		停電		台風19号による停電				沖放第713号		運天原DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風19号により商用停電。その後BF放電終止で全社停波.商用復電により復旧。				113		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		2:13:38		10/12/14		12:09:17		9:55:39		停電		停電		台風による停電				沖放第712号		OTV運天原DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		台風により商用電源が停電。バッテリ運用中のところ枯渇し停波。復電により復旧。				113		共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		3:03:15		10/12/14		10:28:10		7:24:55		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 681号		大度DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		再度停電。復電により回復。				293		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		3:03:15		10/12/14		10:28:10		7:24:55		停電		停電		台風19号による停電				沖放第 682号		大度DE				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		再度停電。復電により回復。				293		共建		DG,DE,DRBC,DOTV,DQAB
と共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。				九放第10287号		NHK名瀬朝仁DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機にて救済
その後商用電源回復				1,006		共建		DE、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。				九放第10289号		NHK名瀬朝仁DＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機にて救済
その後商用電源回復				1,006		共建		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電						九放第10265号		ＭＢＣ名瀬朝仁ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				1,006		共建		DG,DE,DKTS,DKKB,
DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電						九放第10239号		KTS名瀬朝仁DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				1,006		共建		DG、DE、DMBC、DKKB、DKYTと共建　　　　　　　　　　

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電						九放第10231号		ＫＫＢ名瀬朝仁ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				1,006		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,
DKYTと共建　

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:41:50		10/12/14		11:55:46		2:13:56		停電		停電		九州電力の停電およびバッテリー放電終止で停波。				九放第10224号		KYT名瀬朝仁DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				1,006		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。				九放第10396号		NHK与路DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機により回復				75		共建		DE、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。				九放第10397号		NHK与路DＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機により回復				75		共建		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電						九放第10360号		ＭＢＣ与路ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DKTS,DKKB,
DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電						九放第10368号		KTS与路DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG、DE、DMBC、DKKB、DKYTと共建　　　

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電						九放第10378号		ＫＫＢ与路ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,
DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		9:47:24		10/12/14		16:57:57		7:10:33		停電		停電		九州電力の停電およびバッテリー放電終止で停波。				九放第10361号		KYT与路DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		16:00:00		10/13/14		1:11:00		9:11:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		分離受信異常。
1:11より放送休止。				九放第10395号		NHK田皆DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		障害箇所を修復し回復				326		共建		DG、DMBC、DKTSと共建。ＮＨＫ分離受信異常。
1:11より放送休止。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/12/14		16:00:00		10/13/14		11:06:58		19:06:58		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		分離受信設備障害				九放第10394号		NHK田皆DG				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		障害箇所を修復し回復				326		共建		DE、DMBC、DKTSと共建。ＮＨＫ分離受信異常。
5:30より放送開始。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		1:11:20		4:19:48		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。携帯発電機の異常停止により停波再発。
1:11より放送休止。				九放第10397号		NHK与路DＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機にて救済。
その後商用電源回復。				75		共建		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		3:56:00		7:04:28		停電		停電		九州電力の停電およびバッテリー放電終止で停波。携帯発電機の異常停止により停波再発。				九放第10224号		KYT名瀬朝仁DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。3:56:00から親局放送休止。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		8:20:23		11:28:51		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。携帯発電機の異常停止により停波再発。				九放第10396号		NHK与路DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機にて救済。
その後商用電源回復。				75		共建		DE、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		8:20:23		11:28:51		停電		停電						九放第10360号		ＭＢＣ与路ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DKTS,DKKB,
DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		8:20:23		11:28:51		停電		停電						九放第10368号		KTS与路DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG、DE、DMBC、DKKB、DKYTと共建　　　

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送						DTV		中 チュウ		10						10/12/14		20:51:32		10/13/14		8:20:23		11:28:51		停電		停電						九放第10378号		ＫＫＢ与路ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復				75		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,
DKYTと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/13/14		4:12:00		10/13/14		8:20:23		4:08:23		停電		停電		九州電力の停電およびバッテリー放電終止で停波。携帯発電機の異常停止により停波再発。				九放第10224号		KYT名瀬朝仁DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		携帯発電機により回復。その後商用電源回復。				75		共建		DG,DE,DMBC,DKTS,DKKBと共建。4:12:00から親局放送開始。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/13/14		5:30:00		10/13/14		8:20:23		2:50:23		停電		停電		九州電力の停電。
バッテリー放電終止で停波。携帯発電機の異常停止により停波再発。
5:30より放送開始。				九放第10397号		NHK与路DＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		携帯発電機にて救済。
その後商用電源回復。				75		共建		DG、DMBC、DKTS、DKKB、DKYTと共建。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10						10/13/14		5:30:00		10/13/14		11:06:58		5:36:58		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ		分離受信設備障害				九放第10395号		NHK田皆DE				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		障害箇所を修復し回復				326		共建		DG、DMBC、DKTSと共建。ＮＨＫ分離受信異常。
5:30より放送開始。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		10				○		10/13/14		7:18:45		10/13/14		7:18:49		0:00:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7059号		蔵王温泉局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）						346		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		ニューメディア						CFM		C親 オヤ		10				○		10/14/14		6:13:00		10/14/14		6:16:00		0:03:00		その他		人為的な要因		弊社スタジオ内で電気器具を追加で使用した事で過負荷になり、機器の一部に電力が供給されず無音のまま放送。				東放第8648号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)		電力が供給されず、無音検知機が作動しなかった。Adgear EM-22		事業者が自ら対応（その他）		電気機器の使用を停止し、電源を投入、ＡＰＳを再起動させ復旧。		東放第8729号		53,285		単独

				関東 カントウ		注 チュウ		茨城 イバラギ		ＦＭだいご						CFM		C親 オヤ		10				○		10/14/14		10:20:00		10/14/14		22:45:00		12:25:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		民家火災によりＮＴＴ回線ケーブルが損傷，放送にノイズが発生				関放第10227号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気通信事業者が対応		不通になる恐れがあったため，設置業者によりケーブルの交換工事を行った。無音の状態はなかった				286

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/15/14		8:11:50		10/15/14		8:11:57		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線の断線				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		中 チュウ		10						10/15/14		8:11:50		10/15/14		8:11:57		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		復電により復旧。				約20,000 ヤク		共建		故障した設備は無し。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10				○		10/15/14		22:59:59		10/15/14		23:00:11		0:00:12		その他 ホカ		人為的な要因		字幕ファイルのタイムコードの誤設定により、字幕送出装置の誤動作を招いた										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		字幕送出装置		事業者が自ら対応（自然復旧）										#658（Mnet HD）

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FMはしもと						CFM		C親 オヤ		10				○		10/16/14		16:22:00		10/16/14		16:22:24		0:00:24		その他 ホカ		人為的な要因						近放第102711号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（自然復旧）		無音検知によりフィラー音源に切り替わるも、その後CM時刻となり正常な流れに戻った。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		10				○		10/17/14		2:41:57		10/17/14		2:42:04		0:00:07		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第3792号		函館DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（自然復旧）		落雷による放送乱像に伴う中断。自然復旧。		北放第3979号、北放第4290号、北放第4323号、北放第4683号、北放第4068号、北放第4000号、北放第4383号、北放第4199号、北放第4204号、北放第3933号、北放第4765号、北放第4779号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/17/14		7:26:43		10/17/14		9:58:27		2:31:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2434号		上宇坂ＤＧ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		無給電光伝送装置		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。				約200		単独 タンドク

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		10				○		10/17/14		7:26:43		10/17/14		9:58:27		2:31:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2435号		上宇坂ＤＥ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		無給電光伝送装置		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。				約200		単独 タンドク

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/17/14		23:15:00		10/17/14		23:15:42		0:00:42		その他 ホカ		人為的な要因		番組自動運行システムの運行表作成ミスにより、ＴＢＳネットマーク等を送出。				中放第10500号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		運行担当者が、番組送出設備のマニュアル操作等を行い復旧。		中放第１０５００号、中放第１０６８３号、中放第１０６８４号、中放第１０６８５号、中放第１０６８６号、中放第１０６８７号、中放第１０９７９号、中放第１０９７８号、中放第１１０３９号、中放第１１０８６号、中放第１０９３５号、中放第１１０３７号、中放第１１０３８号、中放第１１０８５号、中放第１０９３７号、中放第１０９３６号、中放第１１０８７号、中放第１１０８８号、中放第１１０９０号、中放第１１０４０号、中放第１１３００号、中放第１１３０１号、中放第１１６４７号、中放第１１４４６号、中放第１１５２４号、中放第１１		420,638				演奏所での発生のため、全局に影響した。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ウェザーニュース						幹 カン				10				○		10/18/14		1:53:00		10/18/14		2:58:00		1:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応（その他）		基準信号発生装置の交換により対応								1:53　シンクジェネレーターの故障による障害発生。動画部分に映像の乱れを確認。2:04　一次対応として別系統のCG専用番組に映像の切替を行う。2:13　原因の切り分け作業が完了。2:43　根本対応として機器交換を完了。2:58　動画を本放送へと切替を行い通常番組として復旧。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		10				○		10/18/14		2:41:56		10/18/14		2:42:13		0:00:17		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第2502号		STV江差				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		復電により復旧。				約65,000 ヤク		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		中 チュウ		10						10/18/14		2:41:56		10/18/14		2:42:13		0:00:17		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第2503号		STV北檜山				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		復電により復旧。				約10,000 ヤク		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		10				○		10/19/14		8:00:01		10/19/14		8:00:23		0:00:22		その他		人為的な要因		番組自動送出装置運行データの入力ミス				北放第9号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		無音割込BGM送出により復旧。		北放第9号、北放第10号、北放第11号、北放第12号、北放第13号、北放第14号、北放第16号、北放第2号、北放第15号、北放第1464号、北放第1465号、北放第1524号、北放第1705号、北放第2500号、北放第2501号、北放第2615号、北放第3242号。		約2,417,000 ヤク		単独 タンドク		故障した設備はなし。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送						R		親 オヤ		10				○		10/21/14		4:53:58		10/21/14		4:54:13		0:00:15		その他 ホカ		他の事業者による要因						近放第27号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		APS(自動運行システム）のその日の最後の番組の最終CMのQ信号の発行が遅れたため、CMをOAしている間にAPSが翌日のプログラムに日替わりしてしまった。そのためCM明けに戻るべきイベントがなくなってしまい、無音事故(フィラー送出)となった。APSの最初のイベントが予定時刻に発行したため通常放送に復帰した。		近放第100120号。		約12,340,000 ヤク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		10				○		10/21/14		10:30:00		10/21/14		10:32:00		0:02:00		その他 ホカ		人為的な要因		デジタルオーディオファイル書き出し時に不具合が生じ、無音が含まれるファイルを送出。				中放第11195号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		別系統に切り替え対応した。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島テレビ						DTV		親 オヤ		10				○		10/22/14		5:03:38		10/22/14		5:15:19		0:11:41		その他 ホカ		人為的な要因		放送プログラムのイベント入力ミス及び復旧のための操作のミス。				中放第10506号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		手動操作により対応。		下位局78局。中放第１０５５８号、中放第１０５５９号、中放第１０５６９号、中放第１０６４３号、中放第１０６４６号、中放第１０６４８号、中放第１０６９９号、中放第１０７２１号、中放第１０７２４号、中放第１０７２7号、中放第１０７７４号、中放第１０７８３号、中放第１０７９１号、中放第１０７９２号、中放第１０８１０号、中放第１０８１１号、中放第１０８２５号、中放第１０８３２号、中放第１０８４６号、中放第１０８４７号、中放第１０８６８号、中放第１０８６９号、中放第１０８９３号、中放第１０９０６号、中放第１０８７０

				四国 シコク		累 ルイ		香川 カガワ		西日本放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/22/14		18:13:47		10/22/14		18:14:45		0:00:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＴＳスプライサーのＣＰＵに異常が発生して本線からバイパス回路に、また復旧して本線に戻ったときに放送断が発生。				四放4245号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		TSスプライサー		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		応急処置として、放送終了後、故障した装置をバイパスとして再発しないようにし、10月24日に故障した装置を交換。		四放第4246号、四放第4310号、四放第4406号、四放第4436号、四放第4520号、四放第4582号、四放第4594号、四放第4593号、四放第4653号、四放第4693号、四放第4725号、四放第4888号、四放第4889号、四放第5036号、四放第5079号、中放第10688号、中放第10747号、中放第10766号、中放第10748号、中放第10802号、中放第10801号、中放第10911号、中放第10910号、中放第11064号、中放第11142号、中放第11108号、中放第11114号、		1,031,660				1,031,660世帯(岡山県、香川県)

				中国 チュウゴク		累 ルイ		香川 カガワ		西日本放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/22/14		18:13:47		10/22/14		18:14:45		0:00:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＴＳスプライサーのＣＰＵに異常が発生して本線からバイパス回路に、また復旧して本線に戻ったときに放送断が発生。				四放4245号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		TSスプライサー		事業者が自ら対応（自然復旧）		応急処置として、放送終了後、故障した装置をバイパスとして再発しないようにし、10月24日に故障した装置を交換。		下位局５５局　四放第4245号、四放第4246号、四放第4310号、四放第4406号、四放第4436号、四放第4520号、四放第4582号、四放第4594号、四放第4593号、四放第4653号、四放第4693号、四放第4725号、四放第4888号、四放第4889号、四放第5036号、四放第5079号、中放第10688号、中放第10747号、中放第10766号、中放第10748号、中放第10802号、中放第10801号、中放第10911号、中放第10910号、中放第11064号、中放第11142号、中放第1		1,031,660				1,031,660世帯(岡山県、香川県)

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		10				○		10/23/14		13:08:48		10/23/14		13:11:54		0:03:06		その他 ホカ		人為的な要因		待機系装置の保守中、誤って現用系装置の電源スイッチに接触し、電源断としてしまった。				関放第8220号		桐生DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		電源断としてしまったスイッチを発見し、再投入することにより復旧。		関放第8456号
（桐生梅田中継局）		63,414		共建		障害メディア:　日本テレビのみ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		ニューメディア						CFM		C親 オヤ		10				○		10/25/14		9:18:00		10/25/14		9:20:00		0:02:00		その他		人為的な要因		弊社スタジオ内で電気器具を追加で使用した事で過負荷になり、機器の一部に電力が供給されず無音のまま放送。				東放第8648号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)		電力が供給されず、無音検知機が作動しなかった。Adgear EM-22		事業者が自ら対応（その他）		電気機器の使用を停止し、電源を投入、ＡＰＳを再起動させ復旧。		東放第8729号		53,285		単独		放送架の電源を分散させ、ラックの電源とそれ以外の電源を完全に分ける。無停電電源の他に二重にＵＰＳを設置し信頼性を高める。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		10				○		10/27/14		2:08:32		10/27/14		2:11:07		0:02:35		その他 ホカ		人為的な要因		受電設備点検時の誤操作により商用電源断				北放第3778号		帯広局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		手動で商用に切り戻して復旧。		北放第3912号、北放第4176号、北放第4085号、北放第4254号、北放第4106号、北放第3963号、北放第4695号、北放第4802号、北放第4596号、北放第4592号。		148,509		共建		故障した設備は無し。

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		親 オヤ		10				○		10/27/14		5:00:00		10/27/14		5:01:09		0:01:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第２１９９号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組送出ＶＴＲ		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		現地出向し、
代替機と入替。		プラン陸放第2223号、
陸放第2228号、
陸放第2287号、
陸放第2288号、
陸放第2293号、
陸放第2342号、
陸放第2347号、
陸放第2368号、
陸放第2373号。		約380,000 ヤク		単独

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10				○		10/27/14		5:00:00		10/27/14		5:08:47		0:08:47		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（系切替）		収録ミスによりAPC作動せず。系を切替えて復旧。								#527 (ジュエリー☆GSTV)

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				10				○		10/27/14		11:30:00		10/27/14		11:30:01		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が発生したため、予備系統へ切替え。								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/28/14		19:02:28		10/28/14		19:02:30		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2195号		金沢ＤＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（系切替）		出力低下検知により、自動で系統切り替え		陸放第2254号。陸放第2317号。陸放第2383号。陸放第2385号。陸放第2379号。陸放第2405号。陸放第2438号。陸放第2440号。陸放第2442号。陸放第2454号。陸放第2456号。陸放第2458号。陸放第2460号。陸放第2462号。		約400,000 ヤク		共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海テレビ						DTV		親 オヤ		10				○		10/28/14		22:41:59		10/28/14		22:52:51		0:10:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4266号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		STL現用系変調器が不正な信号を送出。故障信号が出ず自動切替機能が動作しなかったため手動で系切替を行った。		プラン海放第4404号。プラン海放第4406号。プラン海放第4505号。海放第4507号。プラン海放第4534号。プラン海放第4540号。海放第4558号。プラン海放第4697号。プラン海放第4732号。海放第4733号。海放第4739号。海放第4747号。海放第4792号。プラン海放第4796号。海放第4800号。海放第4829号。海放第4910号。海放第4914号。海放第4929号。海放第4935号。海放第4941号。海放第4950号。海放第4955号。海放第5010号。海放第5017号。海放第503		約4,000,000 ヤク		共建		宇宙線によるFPGAのソフトエラー

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム放送 フジホウソウ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/29/14		7:58:00		10/29/14		9:36:00		1:38:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						海放第4496号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				他の放送事業者が対応		監視装置及びモニタリングにて
無音を掌握。
保守点検を担う業者と共に現地に出向き、音声コーデックの再起動。				約140,000 ヤク		単独

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		10				○		10/30/14		10:04:10		10/30/14		10:06:05		0:01:55		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						沖放第751号		南大東DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然復旧したため原因調査中であった（～12/2まで)。		沖放第752号.
北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		10						10/30/14		10:04:10		10/30/14		10:06:05		0:01:55		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						沖放第754号		南大東DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然復旧したため原因調査中であった（～12/2まで)。		沖放第753号.
北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		10						10/30/14		10:04:10		10/30/14		10:06:05		0:01:55		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						沖放第749号		OTV南大東DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然復旧したため原因調査中であった（～12/2まで)。		沖放第750号　        OTV北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		テレビせとうち						DTV		プ		10				○		10/30/14		23:05:01		10/30/14		23:05:25		0:00:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害						中放第10750号		TSC津山DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）				中放第12022号。
中放第12075号。		48,520		共建

				中国 チュウゴク		累 ルイ		岡山 オカヤマ		西日本放送						DTV		中 チュウ		10				○		10/30/14		23:05:29		10/30/14		23:13:37		0:08:08		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージング				中放10766号		津山局 キョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		放送波受信ﾚﾍﾞﾙが低下して停波した(設備そのものの故障ではない）。		事業者が自ら対応（自然復旧）				下位局３局
(免許番号
　 美作局…中放10911
 　北房局…中放11166
 　勝田真加部局…中放12305）		49,952				49,952世帯(岡山県)

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		10				○		10/31/14		20:00:00		10/31/14		20:00:50		0:00:50		その他 ホカ		人為的な要因		APS登録ミス				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		演奏スタジオを変更し対応

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		11				○		11/3/14		8:12:07		11/3/14		8:12:14		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		高圧線の断線				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 チュウ		11						11/3/14		8:12:07		11/3/14		8:12:14		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		復電により復旧。				約20,000 ヤク		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11				○		11/4/14		9:36:36		11/4/14		9:40:34		0:03:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3770号		旭川局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		UPS		事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		停電時UPSの故障より停波、バイパス回路に切り替わり非常用発電機により復旧		北放第３８８５号、北放第３８７３号、北放第４０２５号、北放第４０３２号、北放第４０５５号、北放第４１１８号、北放第４１５５号、北放第４１１５号、北放第４１８８号、北放第４２２３号、北放第４２４０号、北放第４２４４号、北放第４２６１号、北放第４２９８号、北放第４３１１号、北放第４３６０号、北放第４５００号、北放第４５１０号、北放第４５４０号、北放第４５４３号、北放第４５４９号、北放第４５６９号、北放第４５７４号、北放第４６３０号、北放第４６３６号、北放第４６３９号、北放第４６４３号、北放第４６５１号、北放第		350,428		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		11				○		11/4/14		9:36:44		11/4/14		9:36:54		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第1221号		旭川局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				171,167		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		エムエムノースウェーブ						FM		中 チュウ		11						11/4/14		9:36:44		11/4/14		10:58:13		1:21:29		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波(蓄電池なし)。				北放第2549号		旭川超短波放送局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				171,167		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		11						11/4/14		10:58:01		11/4/14		10:58:13		0:00:12		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第1221号		旭川局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				171,167		共建 キョウケン

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		11				○		11/4/14		21:00:00		11/4/14		21:01:00		0:01:00		その他 ホカ		人為的な要因		APS登録ミス				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		演奏スタジオからの放送へ切替

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						FM		中 チュウ		11				○		11/5/14		9:30:36		11/5/14		12:25:32		2:54:56		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第524号		NHK矢部FM				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		故障部品を交換して回復				2,845		共建		VICSと共建。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		道路交通情報通信システムセンター ドウロコウツウジョウホウツウシン						FCM		中 チュウ		11						11/5/14		9:30:36		11/5/14		12:25:32		2:54:56		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8740号		VICS矢部				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		NHKが出向し、故障部品を交換して回復。				2,845		共建		NHK-FMと共用

				東北 トウホク		重 ジュウ		秋田 アキタ		秋田放送						R		親 オヤ		11				○		11/8/14		14:37:30		11/8/14		15:01:16		0:23:46		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因						東放第16号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（その他）		エマージェンシー回路によって復旧させた。その間に、該当機器を再起動した。		東放第17号、東放第18号、東放第1070号、東放第5518号、東放第7328号		528,243		単独

				本省 ホンショウ						第一興商						般 ハン				11				○		11/8/14		23:09:39		11/8/14		23:09:40		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が発生したため、予備系統へ切替え。								#400～499（スターデジオ（100ch音楽ラジオ））

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		親 オヤ		11				○		11/9/14		13:00:02		11/9/14		13:01:57		0:01:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第16号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（その他）		エマージェンシー回路によって復旧させた。その間に、該当機器を再起動した。		東放第17号、東放第18号、東放第1070号、東放第5518号、東放第7328号		528,243		単独		11月8日の事故が影響した機器が異常再現したもの。

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		11				○		11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:27		10:19:43		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9382号		黒羽須賀川　				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9434号		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				栃木 トチギ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:27		10:19:43		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9383号		黒羽須賀川　				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9435号		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9384号		黒羽須賀川				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9436号
（黒羽須賀川下局）		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9385号		黒羽須賀川				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9437号
（黒羽須賀川下局）		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		TBSテレビ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9386号		黒羽須賀川				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9438号
（黒羽須賀川下局)		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		テレビ東京						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9387号		黒羽須賀川				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9439号
（黒羽須賀川下局）		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9388号		黒羽須賀川				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9440号
黒羽須賀川下DTV中継局		309		共建		障害メディア:　全社

				関東 カントウ				栃木 トチギ		とちぎテレビ						DTV		中 チュウ		11						11/9/14		13:53:44		11/10/14		0:13:37		10:19:53		回線障害		電気通信事業者の回線障害		受信点から送信点までのNTT敷設の光ケーブルが近隣の民家の火災により断線した為受信障害発生				関放第9389号		黒羽須賀川　				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気事業者が対応		NTT敷設の光ケーブルの為、NTT側で光ケーブルの張り替え作業にて復旧		関放第9441号
黒羽須賀川下DTV		309		共建		障害メディア:　全社

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		11/10/14		4:50:37		11/10/14		4:50:47		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4358号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						11/10/14		4:50:37		11/10/14		4:50:47		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						11/10/14		4:50:37		11/10/14		4:50:47		0:00:10		停電		停電						北放第4360号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						11/10/14		4:50:37		11/10/14		4:50:47		0:00:10		停電		停電						北放第4361号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		11						11/10/14		4:50:37		11/10/14		4:50:47		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛						FM		中 チュウ		11				○		11/10/14		5:57:00		11/10/14		7:45:00		1:48:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		AUTO CONTの異常検知回路の故障により、1号送信機･2号送信機とも異常と誤検知し、1号送信機･2号送信機とも起動しなかったため。				四放第1239号		新居浜				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		現地出向し、予備品と交換。		四放第2501号（川之江）、四放第2501号（今治）		190,909

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		11				○		11/11/14		11:29:23		11/11/14		11:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第54号		中頓別R1				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				3,739		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		11						11/11/14		11:29:23		11/11/14		11:29:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第133号		中頓別R2				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				2,707		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		11				○		11/11/14		11:29:26		11/11/14		11:29:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第266号		知駒FM				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		自家発電装置起動により復旧。		北放第365号、
北放第386号、
北放第733号。		35,441		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		11						11/11/14		11:29:26		11/11/14		11:29:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		自家発電装置起動により復旧。		北放第3623号。
北放第3624号。
北放第3627号		35,441		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		11				○		11/12/14		15:06:02		11/12/14		15:06:03		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙にカラスが近づき、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		11				○		11/12/14		17:53:08		11/12/14		17:53:38		0:00:30		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第1435号		STV苫小牧				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				217,000		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		中 チュウ		11				○		11/12/14		19:45:35		11/12/14		19:45:45		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4928号		北芦別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				135		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		中 チュウ		11						11/12/14		19:45:35		11/12/14		19:45:45		0:00:10		停電		停電						北放第4929号		北芦別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				135		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		中 チュウ		11						11/12/14		19:45:35		11/12/14		19:45:45		0:00:10		停電		停電						北放第4926号		北芦別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				135		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		11						11/12/14		19:45:35		11/12/14		19:45:45		0:00:10		停電		停電						北放第4927号		北芦別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				135		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		中 チュウ		11						11/12/14		19:45:35		11/12/14		19:45:45		0:00:10		停電		停電						北放第4930号		北芦別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				135		共建		故障した設備は無し。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		11				○		11/13/14		12:30:00		11/13/14		12:39:00		0:09:00		その他 ホカ		人為的な要因		ラインコンバーターの電源が切れていたため、生放送冒頭に１分程度の無音状態が発生。				中放第11195号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		一旦別系統に切り替え音声を流し、12:39に復旧。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム放送 フジホウソウ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/14/14		7:36:00		11/14/14		8:22:00		0:46:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						海放第4496号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		監視装置及びモニタリングにて
無音を掌握。
音声コーデックの再起動。				約140,000 ヤク		単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム放送 フジホウソウ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/15/14		8:12:00		11/15/14		8:37:00		0:25:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						海放第4496号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		音声コーデックの再起動。
その翌日、音声コーデックを
代替機と交換。
電気通信事業者が端末を交換。
後日、音声コーデックを交換し、
無音検知器を増設。				約140,000 ヤク		単独

				近畿 キンキ				奈良 ナラ		エフエム西大和						CFM		C親 オヤ		11				○		11/16/14		4:55:00		11/16/14		6:15:00		1:20:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100610号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		リミッターの故障と判断しバイパスによりリミッターを通さず放送。その後修理完了後リミッター設置。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/16/14		6:19:46		11/16/14		6:32:48		0:13:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（系切替）		6:19 映像の異常を認知。
エンコーダを予備系統へ切替え。								#947 (チェリーボムHD)

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		中 チュウ		11				○		11/16/14		7:26:00		11/16/14		7:29:00		0:03:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		マルチパス等化器
NEC製HPC-1279B
(№G1320)の故障				東放第8125号		西金山				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）						304		共建

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		富士コミュニティエフエム放送 フジホウソウ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/17/14		7:14:00		11/17/14		7:48:00		0:34:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						海放第4496号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		音声コーデック再起動後も不具合が続き、
電気通信事業者の端末エラーが判明。
無線機を用いて伝送を確保。
電気通信事業者が端末を交換。
後日、音声コーデックを交換し、
無音検知器を増設。				約140,000 ヤク		単独

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/17/14		12:59:57		11/17/14		12:59:58		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が認められたため、予備系統へ切替え。								#545（FOODIES TV）、#618（エンタメ～テレHD☆シネドラバラエティ）、
#664（チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス･日本のうた）、
#684（JLC684HDレディースチャンネル）、
#686（JLC686プラスHD）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		11				○		11/21/14		10:33:36		11/21/14		10:33:46		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4284号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		11						11/21/14		10:33:36		11/21/14		10:33:46		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		11						11/21/14		10:33:36		11/21/14		10:33:46		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		11						11/21/14		10:33:36		11/21/14		10:33:46		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		11						11/21/14		10:33:36		11/21/14		10:33:46		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送						DTV		中 チュウ		11				○		11/22/14		22:00:00		12/1/14		14:00:00		208:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位局のTTL-RF受信部				近放第101524号 ゴウ		峰山局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他の放送事業者が対応		峰山局にて回り込みキャンセラ異常による数秒の画質不良発生。系統切替を実施するも回復せず。異常が不定期かつ数秒と短いため原因特定に時間を要したが、上位局（宮津）のＴＴＬ受信部に僅かな周波数変動が確認されたため、宮津局の系統の切替を実施し復旧した。この程度の周波数変動では、通常の受信機（民生ＴＶも含む）においては許容範囲で受信可能。ところが峰山局の回り込みキャンセラーだけが周波数変動にシビアで許容できず、下位の峰山局のエリアのみ影響が出た。				約11,000 ヤク		共建		峰山局のみで期間内に不定期かつ離散的に１～2秒間発生

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/24/14		3:08:46		11/24/14		3:08:51		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（系切替）		3:08 映像の異常を認知。
エンコーダを予備系統へ切替え。								#673 (ナショジオ ワイルドHD)

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		11				○		11/24/14		8:59:55		11/24/14		9:00:12		0:00:17		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第101号		STV帯広				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				145,000		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		中崎電子工業（かごしまＦＭ７８６）						CFM		C親 オヤ		11				○		11/25/14		10:45:00		11/25/14		11:06:00		0:21:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害						九放第11215号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		音声伝送用のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線障害		事業者が自ら対応（系切替）		音声伝送用のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線を予備回線に切替える事により、障害から復旧。		九放第11366号（かごしまFM786坂之上）		約217,000				回線が完全に切れていなかった為自動切替が作動しなかった。自動切替器の改良を行った。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/28/14		3:59:37		11/28/14		4:00:49		0:01:12		その他 ホカ		人為的な要因												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		地球局送信機の作業ミスによる映像の異常を認知。地球局設備を予備系へ切り替え。								#545 (FOODIES TV)、＃618（エンタメ～テレHD☆シネドラバラエティ）

				本省 ホンショウ		累 ルイ				QVC						般 ハン				11				○		11/30/14		4:46:33		11/30/14		4:50:19		0:03:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		変調器		事業者が自ら対応（系切替）		4:46頃より断続的に映像・音声の異常を認知。変調器を予備系統に切替えて復旧。								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				本省 ホンショウ		累 ルイ				ジュピターサテライト放送						般 ハン				11						11/30/14		4:46:33		11/30/14		4:50:19		0:03:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(その他)		変調器		事業者が自ら対応（系切替）		4:46頃より断続的に映像・音声の異常を認知。変調器を予備系統に切替えて復旧。								#211（ショップチャンネル）

				東北 トウホク		重 ジュウ		山形 ヤマガタ		山形コミュティ放送						CFM		C親 オヤ		11				○		11/30/14		5:00:00		11/30/14		8:19:17		3:19:17		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						東方第5687号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		ＡＰＳ、バックアッププレーヤー（ＳＳ－Ｒ２００）		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		自動送出装置のプログラムが停止。
無音検知装置が動作しバックアッププレーヤーが動作したがリピート機能が設定されていなかったため曲が終了して停止。
番組送出装置（ＡＰＳ）にプログラム再転送することにより復旧				約180,000 ヤク		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		11				○		11/30/14		15:48:25		11/30/14		18:43:41		2:55:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4131号		平取DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		監視装置にて故障検知。
現地出向し障害箇所を修理して回復				1,307		単独 タンドク

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ						DTV		中 チュウ		12				○		12/1/14		4:00:00		12/1/14		4:04:17		0:04:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送開始時、送信機が起動せず、停波となった。				関放第7204号		平塚DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		現地にて保守中の作業員が操作し復旧。その後の放送休止時間を使った確認試験でも現象は再現しなかったため、送信機切替制御装置の電源リセットを実施。		関放第9088号
（秦野菩提中継局）		1,133,118		共建		障害メディア:　日本テレビのみ

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				12				○		12/1/14		14:41:34		12/1/14		14:41:47		0:00:13		自然災害 シゼンサイガイ		その他 ホカ		降雨 コウウ										地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）										全チャンネル

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエムわいわい						CFM		C親 オヤ		12				○		12/1/14		18:25:57		12/1/14		19:46:41		1:20:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5833号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		無音検知装置と放送モニター契約者からの連絡にて無音を検知。演奏所設置の機器に異常のないことを確認後に送信所に出向し、中継回線設備（送信装置）の故障を確認。現地設置の音声調整卓、マイク、CDプレーヤーを送信機に接続し放送を再開。12月7日に代替の中継回線設備（送信装置）を演奏所と送信所に設置。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送						DTV		中 チュウ		12				○		12/2/14		9:19:02		12/2/14		9:20:48		0:01:46		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		南大東局伝送路のUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ不具合。				沖放第751号		南大東DTV		UPSバッテリー		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		12/21にUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ交換を実施。		沖放第752号.
北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送						DTV		中 チュウ		12						12/2/14		9:19:07		12/2/14		9:20:53		0:01:46		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		南大東局伝送路のUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ不具合。				沖放第754号		南大東DTV		UPSバッテリー		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		12/21にUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ交換を実施。		沖放第753号.
北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		12						12/2/14		9:19:08		12/2/14		9:20:54		0:01:46		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		南大東局伝送路のUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ不具合。				沖放第749号		OTV南大東DTV		UPSバッテリー		放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		12/21にUPSﾊﾞｯﾃﾘｰ交換を実施。		沖放第750号　        OTV北大東DTV		1,101		共建		南大東DTV 780世帯、北大東DTV 321世帯。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		12/2/14		10:28:45		12/2/14		10:28:52		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		荒天強風による送電線				北放第3242号		遠別ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				20,542		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 チュウ		12						12/2/14		10:28:45		12/2/14		10:28:52		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第3241号		STV遠別				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		復電により復旧。				約20,000 ヤク		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		12				○		12/2/14		16:43:40		12/2/14		16:43:50		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4358号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		12						12/2/14		16:43:40		12/2/14		16:43:50		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		12						12/2/14		16:43:40		12/2/14		16:43:50		0:00:10		停電		停電						北放第4360号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		12						12/2/14		16:43:40		12/2/14		16:43:50		0:00:10		停電		停電						北放第4361号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		12						12/2/14		16:43:40		12/2/14		16:43:50		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		12				○		12/3/14		5:40:06		12/3/14		11:13:00		5:32:54		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		受信空中線への着雪による。				東放第7433号		高畠時沢局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）						90		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		12				○		12/3/14		6:22:31		12/3/14		12:51:32		6:29:01		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信空中線への着雪により受信レベルが低下、変動したため				東放第7402号		高畠時沢DTV局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（その他）		保守事業者に現地出向を依頼し受信空中線の雪払いをして復旧。				90		共建		発生から復旧まで断続的に計57回の停波あり。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		中 チュウ		12				○		12/3/14		10:35:31		12/3/14		10:40:32		0:05:01		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7405号		SAY高畠時沢DTV				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		降雪状況の緩和により自然復旧。また、受信空中線の除雪を実施した。				90		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		テレビユー山形						DTV		中 チュウ		12						12/3/14		11:46:02		12/3/14		13:16:41		1:30:39		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		受信空中線への着雪による。				東放第7433号		高畠時沢局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		受信空中線の除雪を実施した。				90		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		12/3/14		12:24:40		12/3/14		13:02:38		0:37:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		商用停電でＢＦ運用となったがインバーター電源故障のため中継回線機器が断。				北放第1464号		留萌ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)		中継回線機器用のインバータ電源の故障		事業者が自ら対応（自然復旧）		緊急出向中、商用回復し一旦復旧。				15,278		単独 タンドク

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		親 オヤ		12				○		12/3/14		12:43:07		12/3/14		12:45:10		0:02:03		その他 ホカ		雷 カミナリ						信放第19号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（系切替）		技術部員が出向し、整合器を修理。				703,634

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12						12/3/14		15:54:00		12/3/14		16:35:00		0:41:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		再び商用停電し中継回線機器が断。				北放第1464号		留萌ラジオ局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)		中継回線機器用のインバータ電源の故障		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		緊急出向者が現地到着しインバーター電源を交換して復旧。				15,278		単独 タンドク

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		12				○		12/3/14		16:37:00		12/3/14		16:41:00		0:04:00		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						近放第101883号		親局 オヤキョク		UPS		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		UPS交換

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		サンテレビ						DTV		親 オヤ		12				○		12/4/14		15:10:51		12/4/14		15:11:58		0:01:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出装置の統合バンクメモリー不良。				近放第100689号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		送出装置の統合バンクメモリー		事業者が自ら対応（系切替）		統合バンクを2系に切り替えて回復。		(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。
近放第101540号		約1,950,000		単独

				本省 ホンショウ						ビーエスＦＯＸ						幹 カン				12				○		12/5/14		11:41:50		12/5/14		11:41:53		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		送出サーバー		事業者が自ら対応（系切替）		送出サーバーの不具合により、系統自動切り替え発生し、約3秒間の映像音声断。								発生チャンネルおよび、番組枠名は以下の通り。
ナショナル･ジオグラフィックチャンネル「一攫千金！巨大マグロ漁」
FOXスポーツ＆エンターテイメント 「インフォメーション」

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		FM山陽小野田						CFM		C親 オヤ		12				○		12/6/14		7:54:00		12/6/14		9:15:00		1:21:00		停電		停電		停電時連絡網の不備				中放第12066号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応（その他）		事業者が自ら対応　送信所に発電機を持ち込み対応				約28,000 ヤク

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		12				○		12/6/14		10:16:00		12/10/14		13:00:00		98:44:00		停電		停電		豪雪のため、商用電源が長時間停電したため、ＢＦ用蓄電池が放電終止に至り停波。				四放第4781号		三加茂森清ＤＧ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		非常用携帯発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。12月11日13時08分に商用電力が復電し、完全回復。				190		共建

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		12						12/6/14		10:16:00		12/10/14		13:00:00		98:44:00		停電		停電		豪雪のため、商用電源が長時間停電したため、ＢＦ用蓄電池が放電終止に至り停波。				四放第4782号		三加茂森清ＤＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		非常用携帯発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ対応。12月11日13時08分に商用電力が復電し、完全回復。				190		共建

				東海 トウカイ		注 チュウ		愛知 アイチ		ＣＢＣラジオ						R		中 チュウ		12				○		12/7/14		7:50:00		12/22/14		4:55:00		357:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4180号		ＣＢＣ岐阜R				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		12月7日7時50分～24時37分までは一部PA故障の状態で放送継続。その後、放送休止中に臨機の措置として予備送信機(100W）運用に切り替え。何れも減力放送。				約1,281,798		単独		予備送信機運用時に岐阜Rを聴取していると思われるおおよその放送区域内で実聴調査を行ったところ聴取可能であった。聴取者からの問い合わせも無し。

				四国 シコク				徳島 トクシマ		四国放送						DTV		中 チュウ		12				○		12/7/14		18:37:00		12/10/14		12:52:00		66:15:00		停電		停電		停電発生後は、備え付けの非常用蓄電池により放送を継続したが、容量枯渇により停波に至る。				四放第4741号		三加茂森清DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		携帯用発電機を搬入し電源確保により放送復旧。商用電源の回復は、12/10 17時0分。				222		単独 タンドク		出向道路が積雪と倒木により寸断され、長時間にわたり出向が不可能であった。 デ

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		12				○		12/7/14		20:04:56		12/7/14		20:05:09		0:00:13		その他		その他 タ		録音素材の不良				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		演奏スタジオからの放送へ切替

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		サンテレビ						DTV		親 オヤ		12				○		12/8/14		18:52:00		12/9/14		14:20:00		19:28:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		サーバー再起動によりデータ放送が自動更新できなくなった。				近放第100689号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		データ放送設備 ホウソウセツビ		事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		設定データを規定値に戻すことで復帰。		(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。
近放第101540号		約1,950,000		単独

				四国 シコク				徳島 トクシマ		四国放送						DTV		中 チュウ		12						12/8/14		20:20:00		12/10/14		15:54:00		43:34:00		停電		停電		停電発生後は、備え付けの非常用蓄電池により放送を継続したが、容量枯渇により停波に至った。				四放第4908号		一宇明谷DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		商用電力の復電にともない放送復旧。				167		共建		出向道路が積雪と倒木により寸断され、長時間にわたり出向が不可能であった。 デ

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		12				○		12/8/14		20:27:00		12/10/14		15:53:00		43:26:00		停電		停電		豪雪のため、商用電源が長時間停電したため、ＢＦ用蓄電池が放電終止に至り停波。				四放第4949号		一宇明谷ＤＧ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		非常用携帯発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ。12月10日15時53分に商用電源が復電し、完全回復。				147		共建		一部エリアは臨機の措置により停波障害なし。

				四国 シコク				徳島 トクシマ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		中 チュウ		12						12/8/14		20:27:00		12/10/14		15:53:00		43:26:00		停電		停電		豪雪のため、商用電源が長時間停電したため、ＢＦ用蓄電池が放電終止に至り停波。				四放第4950号		一宇明谷ＤＥ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		非常用携帯発電機を持ち込み仮復旧。停電が回復するまでバックアップ。12月10日15時53分に商用電源が復電し、完全回復。				147		共建		一部エリアは臨機の措置により停波障害なし。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		京丹後コミュニティ放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/13/14		15:49:00		12/13/14		15:53:20		0:04:20		その他 ホカ		人為的な要因		APSのプログラムミス				近放第101880号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		APS		事業者が自ら対応（その他）		演奏所の監視装置が停波を検知した。APSの不具合を確認し手動で復旧させた。				20,968		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウェイ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/16/14		4:42:21		12/16/14		5:10:48		0:28:27		停電 テイデン		停電 テイデン		送信設備のある施設で工事に伴う停電が発生し、社内周知忘れにより事前対応が出来ず放送中断。				北放第2546号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備) ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（自然復旧）		停電復旧時に放送再開。				約127,000 ヤク		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		12				○		12/16/14		22:30:53		12/16/14		22:53:53		0:23:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						北放第1435号		STV苫小牧				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（自然復旧）		送信機保護動作回復後、復帰。				217,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		12						12/16/14		22:54:17		12/16/14		23:50:40		0:56:23		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						北放第1435号		STV苫小牧				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（自然復旧）		送信機保護動作回復後、復帰。				217,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		12/17/14		4:15:48		12/17/14		4:16:03		0:00:15		停電 テイデン		停電 テイデン		不明（荒天強風）				北放第14号		帯広ラジオ局 オビヒロ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				151,598		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		12				○		12/17/14		4:15:51		12/17/14		4:15:59		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第1976号		帯広局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				129,411		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エムエムノースウェーブ						FM		中 チュウ		12						12/17/14		4:15:51		12/17/14		4:15:59		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波(蓄電池なし)。				北放第2563号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				129,412		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		12				○		12/17/14		11:24:21		12/17/14		11:24:32		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン		不明（荒天強風）				北放第16号		網走ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				95,968		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		12				○		12/17/14		11:24:22		12/17/14		11:24:30		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第688号		STV網走				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（自然復旧）		復電により復旧。				約100,000 ヤク		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		12						12/17/14		11:24:22		12/17/14		11:24:32		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第2513号		網走局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。		北放第2512号 北見局		96,396		共建 キョウケン

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		12						12/18/14		6:49:00		12/21/14		17:00:00		82:11:00		停電		停電		大雪による倒木の影響で商用電源が断線し停電。				海放第4980号		清見龍ケ峰送信局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気事業者が対応		積雪の為当該中継局に立ち入れないため、予備電源も燃料切れのため停止。除雪後、中部電力が当該中継局へ行き、電力復旧作業を行なった。				9

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送						R		中 チュウ		12				○		12/18/14		7:38:00		12/18/14		9:43:00		2:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第5518号		本荘R局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア交換）		現地出向し、予備機と交換した。				20,908		単独

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送						DTV		中 チュウ		12				○		12/18/14		13:42:37		12/18/14		13:42:42		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因						近放第101135号 ゴウ		姫路局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		TTL装置の運用系の電源端子を短絡したため、保護回路が働き停波した。短絡部分を取り除き電源装置が自動復旧した。		近放第102014号。
近放第101756号。
近放第101751号。
近放第102004号。
近放第101610号。
近放第101571号。
近放第101746号。
近放第101739号。
近放第101576号。
近放第101914号。
近放第101968号。
近放第102403号。
近放第102448号。
近放第102444号。
近放第102218号。
近放第102630号。
近放第102634号。
近放第102638号。
近放第102489号		約450,000 ヤク		共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送						DTV		プ		12						12/18/14		13:42:37		12/18/14		13:42:42		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因						近放第101131号		姫路局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		TTL装置の運用系の電源端子を短絡したため、保護回路が働き停波した。短絡部分を取り除き電源装置が自動復旧した。		近放第101572号。
近放第101577号。
近放第101611号。
近放第101742号。
近放第101747号。
近放第101752号。
近放第101757号。
近放第101913号。
近放第101969号。
近放第102005号。
近放第102015号。
近放第102219号。
近放第102404号。
近放第102445号。
近放第102449号。
近放第102490号。
近放第102631号。
近放第102635号。
近放第102639号。		約450,000 ヤク		共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ						DTV		プ		12						12/18/14		13:42:37		12/18/14		13:42:42		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因						近放第101132号		姫路局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		幹事社(MBS)が対応。

TTL装置の運用系の電源端子を短絡したため、保護回路が働き停波した。短絡部分を取り除き電源装置が自動復旧した。		近放第101573号。
近放第101578号。
近放第101612号。
近放第101743号。
近放第101748号。
近放第101753号。
近放第101771号。
近放第101915号。
近放第101970号。
近放第102006号。
近放第102016号。
近放第102220号。
近放第102405号。
近放第102446号。
近放第102450号。
近放第102491号。
近放第102632号。
近放第102636号。
近放第102640号		約450,000 ヤク		共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		プ		12						12/18/14		13:42:37		12/18/14		13:42:42		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因						近放第101133号		姫路局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		TTL装置の運用系の電源端子を短絡したため、保護回路が働き停波した。短絡部分を取り除き電源装置が自動復旧した。		近放第102017号。
近放第101759号。
近放第101754号。
近放第102007号。
近放第101613号。
近放第101574号。
近放第101749号。
近放第101744号。
近放第101579号。
近放第101912号。
近放第101971号。
近放第102406号。
近放第102451号。
近放第102447号。
近放第102221号。
近放第102637号。
近放第102633号。
近放第102641号。
近放第102492号。		約450,000 ヤク		共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		サンテレビ						DTV		プ		12						12/18/14		13:42:37		12/18/14		13:42:42		0:00:05		その他 ホカ		人為的な要因						近放第101134号		姫路局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		TTL装置の運用系の電源端子を短絡したため、保護回路が働き停波した。短絡部分を取り除き電源装置が自動復旧した。		（プラン）近放第101575号。（プラン）近放第101580号。（プラン）近放第101838号。近放第101760号。近放第101755号。近放第102008号。近放第101614号。近放第101750号。近放第101745号。近放第102184号。近放第102035号。近放第102427号。近放第102541号。近放第102519号。近放第102305号。近放第102662号。近放第102664号。近放第102663号。近放第102520号。		約450,000 ヤク		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		中 チュウ		12				○		12/18/14		16:57:50		12/18/14		18:14:13		1:16:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第1467号		STV根室				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		故障部位切り離しにより復旧。				約23,000 ヤク		単独 タンドク

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		広島エフエム放送						FM		中 チュウ		12				○		12/18/14		17:20:00		12/18/14		18:42:00		1:22:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		2号放送機周波数変換部から不要成分(ノイズ)を発振。1号放送機にも回り込み両系とも放送内容がノイズとなった。				中放第4935号		五日市局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)		放送機(2号系)		事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		不具合を起こした機器(2号放送機)の電源を断にする事で、1号放送機が正常動作に復帰。
後日故障部基盤交換。				36,109		共建

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		12				○		12/18/14		20:00:00		12/29/14		12:00:00		256:00:00		停電		停電		大雪による倒木の影響で商用電源が断線し停電。				海放第4982号		高根子の原送信局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気事業者が対応		積雪の為当該中継局に立ち入れないため、予備電源も燃料切れのため停止。除雪後、中部電力が当該中継局へ行き、電力復旧作業を行なった。				64

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		12						12/19/14		9:30:00		12/26/14		10:52:00		169:22:00		停電		停電		大雪による倒木の影響で商用電源が断線し停電。				海放第4983号		上宝在家山送信局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気事業者が対応		積雪の為当該中継局に立ち入れないため、予備電源も燃料切れのため停止。除雪後、中部電力が当該中継局へ行き、電力復旧作業を行なった。				488				放送区域内の世帯数は、高山市の468世帯及び飛騨市の20世帯

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜						FM		中 チュウ		12				○		12/20/14		17:05:00		12/22/14		13:55:00		44:50:00		停電		停電		豪雪で電力線断裂				海放第4247号		岐阜ｴﾌｴﾑ高山FM局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備）		非常用電源の蓄電池容量が無くなった		電気事業者が対応		電気事業者（電力会社）からの復電により復帰。復電までの間は、他の放送業者からの自家発電源にて対応した。		海放第4763号（岐阜ｴﾌｴﾑ神岡流葉FM局）		34,700				高山局（3,1096世帯）、神岡流葉局（3,604世帯）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送						CFM		C親 オヤ		12				○		12/21/14		7:57:00		12/21/14		8:47:00		0:50:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		強風によりＮＴＴ電話回線切断				北放第3887号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気通信事業者が対応		10:30ＮＴＴ回線復旧まで、代替装置にて放送。				40,692

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		富山 トヤマ		ラジオたかおか						CFM		C親 オヤ		12				○		12/22/14		14:55:00		12/22/14		19:55:00		5:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸法第2020号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		避雷器		事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		監視装置にて故障検知。現地に出向し、電源配線を迂回して電源供給を復旧。		陸法2020号。		約58,000				積雪のため現地出向が遅延。

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送						R		親 オヤ		12				○		12/23/14		16:43:07		12/23/14		16:54:01		0:10:54		その他 ホカ		他の事業者による要因		電気室において、電源設備の工事を行っており、作業員が誤って、ラジオマスターに電源を供給しているブレーカーを落としてしまい、システムが停止し、無音などを送出。				中放第４７号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応（その他）		作業員は直ちにブレーカーを入れ、マスター勤務者がラジオマスターの立ち上げ作業を行い復旧。		中放第７号、中放第４８号、中放第６４号、中放第１１３８号、中放第２５５７号、中放第５０５８号		474,183				演奏所での発生のため、全局に影響した。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				12				○		12/23/14		17:55:22		12/23/14		17:56:01		0:00:39		その他 ホカ		人為的な要因		番組送出データの書き換えにより、番組送出設備が停止										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（自然復旧）		17:55:22 設備の停止を認知し、フィラーに切替え。
17:56:01 復旧を確認								#612 (テレ朝チャンネル2)、＃618（エンタメ～テレHD☆シネドラバラエティ）

				本省 ホンショウ						シーエス・ワンテン						幹 カン				12						12/23/14		17:55:22		12/23/14		17:56:01		0:00:39		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		番組送出データが異常値に書き換えられ、このデータによって番組送出設備が一時停止した。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（自然復旧）		「お待ち画面」に切り替え後、映像音声が復旧したのを確認し正常放送に戻した。								ＣＳ第163号テレ朝チャンネル２（♯299ch）。対策として、(1)送出管理ソフト改修で異常値データが正常値に書き換わるようになる、(2)異常値が発生する番組ＶＴＲは限定されるため、該当ＶＴＲのデータ確認を徹底する。
 タイサク

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				12				○		12/24/14		14:25:34		12/24/14		14:25:35		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が認められたため、予備系統へ切替え。								#582（スカチャン2）、#586（スカチャン6）、
#611（テレ朝チャンネル1 ドラマ･バラエティー）、
#612（テレ朝チャンネル2 ニュース・情報）、
#703（地方競馬ナイン ）

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		福井街角放送						CFM		C親 オヤ		12				○		12/25/14		6:33:30		12/25/14		9:37:32		3:04:02		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸放第２１６３号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		ターミナルアダプター		事業者が自ら対応（ハードウェア交換）						約54,000		単独 タンドク		原因の特定に時間を要した。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		中 チュウ		12				○		12/27/14		20:00:00		12/28/14		0:30:00		4:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4270号		寿都DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		UHB放送機のIF信号断により放送機が停止した。保守業者を出向させ、ケーブル接栓交換にて復旧。				1,413		共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親 オヤ		12				○		12/27/14		3:00:00		12/27/14		3:02:30		0:02:30		その他 ホカ		人為的な要因		運行データ入力ミス。本来の番組ではない番組を誤送出。				海放第4265号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		人為的な要因のため当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応（自然復旧）		即時の処置はできず、次の運行イベントにて復帰した。		海放第4265号
CBC名古屋DTV 親局他、全ての下位放送局		約4,400,000 ヤク		共建		27:00:00～27:02:30
別素材
2分30秒間

				関東 カントウ				千葉 チバ		かずさエフエム						CFM		C親 オヤ		12				○		12/28/14		15:10:00		12/28/14		15:13:00		0:03:00		その他 ホカ		人為的な要因		スタッフによる機材（無音検知器）の操作ミス。				開放第3782号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		無音検知器		事業者が自ら対応（その他）		誤って作動を止めてしまった無音検知器を再度手動で作動させた。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/29/14		8:08:00		12/29/14		10:10:00		2:02:00		停電		停電		東北電力のトランスのリード線不良のため停電し、蓄電池の容量がなくなり、停波。				信放第3770号		府屋局　その他局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		他事業者が出向し復旧。
本復旧の11:17まで発電機で対応。		信放第3788号		1,367		共建

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ二十一						DTV		中 チュウ		12						12/29/14		8:08:00		12/29/14		10:10:00		2:02:00		停電		停電		東北電力のトランスのリード線不良のため停電し、蓄電池の容量がなくなり、停波。				信放第3770号		府屋局　その他局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		他事業者が出向し復旧。
本復旧の11:17:00まで持ち込んだ発電機で対応。		信放第3788号（勝木局） カツキキョク		1,367		共建		府屋局  822世帯、勝木局  545世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ						DTV		中 チュウ		12						12/29/14		8:08:00		12/29/14		10:10:00		2:02:00		停電		停電		東北電力のトランスのリード線不良のため停電し、蓄電池の容量がなくなり、停波。				信放第3773号		府屋局　その他局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		他事業者が出向し復旧。
本復旧の11:17:00まで発電機で対応。		信放第3793号
(勝木局)		1,367		共建

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟放送網						DTV		中 チュウ		12						12/29/14		8:08:00		12/29/14		10:10:00		2:02:00		停電		停電		東北電力のトランスのリード線不良のため停電し、蓄電池の容量がなくなり、停波。				信放第3774号		TeNY府屋DTV　その他局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		他事業者が出向し復旧。
本復旧の11:17:00まで持ち込んだ発電機で対応。		信放第3796号		1,367		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム福島						FM		親 オヤ		12				○		12/30/14		17:49:57		12/30/14		17:57:48		0:07:51		その他		その他		導波管デハイドレータ動作時の振動によりSTL送信信号に断続的な乱れが生じた。				東放第5727号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（自然復旧）		デハイドレータ動作終了後に復旧した。		東放第5728号、5731号、5733号、6105号		564,400		共建		約８分間　音声の乱れ

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○		1/1/15		7:29:00		1/1/15		8:26:42		0:57:42		その他 ホカ		人為的な要因						中放第10035号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）						約370,000 ヤク		単独

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		1				○		1/4/15		19:00:00		1/4/15		19:00:30		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因		放送用PCでの音楽ソフトの操作ミス				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		操作確認

				本省 ホンショウ						ミュージックバード						般 ハン				1				○		1/5/15		13:00:00		1/5/15		13:28:00		0:28:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(多重化装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		2014/12/26　12:00～2015/1/6 13:00のノンスクランブル放送実施時にPSI/SI情報の内PMT情報のバージョン番号を変えなかった為、2015/1/5 13:00より一部のチューナーにて音声が出力されない状態となった。

13:28よりノンスクランブルとし障害の発生したチューナーより音声出力されるよう対処した。
2015/1/19 AM1：55より正しいPMTバージョン番号を設定し通常のスクランブル放送へ切替えた。								200chを除く全チャンネル

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		中京テレビ						DTV		親 オヤ		1				○		1/5/15		15:53:15		1/5/15		15:57:41		0:04:26		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合		マルチ編成番組(放送延
長のパターンがある番組)を制御するプログラムに異常があったため。				海放第4268号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		想定外の画像送出
(真っ白な画面と「しばらくお待ちください」画面)。手動操作により復旧。		プラン海放第4436号。プラン海放第4435号。プラン海放第4486号。プラン海放第4535号。プラン海放第4543号。プラン海放第4699号。プラン海放第4728号。プラン海放第4798号。海放第4501号。海放第4559号。海放第4729号。海放第4742号。海放第4750号。海放第4794号。海放第4802号。海放第4831号。海放第4916号。海放第4912号。海放第4943号。海放第4931号。海放第4938号。海放第4952号。海放第4957号。海放第5009号。海放第5019号。海放第504		約4,460,000 ヤク		共建		対策が整うまでは従来問題のなかった方法で、データを作成し、障害を回避した。
2015/3/17、2015/4/19放送終了後にプログラムの改修を実施し、同様の問題が発生しないことを確認。

				四国 シコク		重 ジュウ		高知 コウチ		高知放送						DTV		親 オヤ		1				○		1/7/15		8:52:37		1/7/15		9:37:00		0:44:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第4259号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置)		ENC/MUX同期信号発生器のENC SGユニット故障		事業者が自ら対応（系切替）		ENC/MUX同期信号発生器のENC_SGを1号機から2号機へ切替えて正常復旧。		下位53局(全局) カイキョクゼンキョク		321,909

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		1				○		1/7/15		18:04:34		1/7/15		18:04:41		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		不明（荒天強風）				北放第2500号		江差ラジオ局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				13,802		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		1				○		1/7/15		23:22:58		1/7/15		23:23:08		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4358号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		1						1/7/15		23:22:58		1/7/15		23:23:08		0:00:10		停電		停電						北放第4359号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		1						1/7/15		23:22:58		1/7/15		23:23:08		0:00:10		停電		停電						北放第4360号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		1						1/7/15		23:22:58		1/7/15		23:23:08		0:00:10		停電		停電						北放第436１号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		4,824		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		1						1/7/15		23:22:58		1/7/15		23:23:08		0:00:10		停電		停電						北放第4362号		羽幌				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。		4,824		共建		故障した設備は無し。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親 オヤ		1				○		1/8/15		20:57:00		1/8/15		20:57:15		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因		運行データ入力ミス。ローカル素材送出のところネット受け(ＴＢＳ)素材(グレー映像･無音)を送出。				海放第4265号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		人為的な要因のため当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応（自然復旧）		即時の処置はできず、次の運行イベントにて復帰した。		海放第4265号
CBC名古屋DTV 親局他、全ての下位放送局		約4,400,000 ヤク		共建		20:57:00～20:57:15
グレー映像･無音
15秒間

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送						DTV		親 オヤ		1				○		1/9/15		10:50:00		1/9/15		10:53:00		0:03:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8896号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		再生機器		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）				九放第9021号。九放第9016号。プラン九放第9061号。プラン九放第9065号。プラン九放第9100号。プラン九放第9133号。九放第9246号。九放第9253号。プラン九放第9240号。九放第9344号。九放第9346号。九放第9446号。九放第9451号。九放第9592号。九放第9603号。九放第9606号。九放第9685号。九放第9626号。九放第9747号。九放第9781号。九放第9751号。九放第9877号。九放第9945号。九放第9959号。九放第9971号。九放第10088号。九放第10		482,051		共建		（注）演奏所設備は単独、放送設備は共建。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/10/15		13:50:00		1/10/15		13:50:10		0:00:10		その他		人為的な要因						沖放第524号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		職員が放送モニターで気づき、入力設定を変更して復旧。				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/13/15		17:39:31		1/13/15		17:39:36		0:00:05		その他		人為的な要因		メンテナンス時の操作ミス				沖放第558号		OTV那覇DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		OFDM変調器		事業者が自ら対応（その他）		スイッチ操作ミスにより無信号となったため、変調信号に戻した。		沖放第589号  　　　　　OTV佐敷DTV　  　　　　沖放第592号 　　　　　OTV久米島DTV          沖放第610号 　　　　OTV久米島東DTV　　　　沖放第609号 　　　　OTV沖縄石川DTV  　　　　　沖放第664号         OTV具志川DTV           沖放第662号         OTV胡屋DTV　　　　　　　沖放第663号　　　　　　OTV宜野湾DTV　　　　　　沖放第734号 　　　　　　OTV恩納DTV　　　　　　　沖放第711号　　　　　　OT		451,279		共建		下位局世帯数　　　　　　OTV佐敷DTV(22,386)　　　OTV久米島DTV(3,003)    OTV久米島東DTV(1,325)  OTV沖縄石川DTV(7,402)  OTV具志川DTV(16,776)   OTV胡屋DTV(68,828)     OTV宜野湾DTV(43,038)   OTV恩納DTV(1,592)      OTV辺野古DTV(461)      OTV高原DTV(624)        OTV北中城DTV(1,342)    OTV志喜屋DTV(444)      OTV

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		1				○		1/14/15		10:00:00		1/14/15		10:01:00		0:01:00		その他 ホカ		人為的な要因		放送用音楽再生ソフトの音量設定
を無音状態から戻さずに放送した。				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		操作確認

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/14/15		10:46:14		1/14/15		10:46:17		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		何らかの要因で受信入力断となり、放送機が「放送休止」と判断して停波。				東放第6876号		山寺DTV局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		発生時に監視装置で異常を検知せず、翌日に異常記録を確認して判明した。				3,048		共建

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/14/15		10:46:14		1/14/15		10:46:17		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		その他 ホカ		何らかの要因で受信入力断となり、放送機が「放送休止」と判断して停波。				東放第6878号		東沢DTV局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		発生時に監視装置で異常を検知せず、翌日に異常記録を確認して判明した。				3,048		共建

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				1				○		1/14/15		11:59:58		1/14/15		11:59:59		0:00:01		その他 ホカ		人為的な要因		字幕ファイルのタイムコードの誤設定により、字幕送出装置の誤動作を招いた										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）										#658（Mnet HD）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ						DTV		中 チュウ		1				○		1/15/15		19:33:00		1/15/15		19:59:00		0:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信アンテナに湿った雪が着雪して、親局電波の受信不良となった。				東放第8277号		郡山河内				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		電気事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				132		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島中央テレビ						DTV		中 チュウ		1						1/15/15		19:33:00		1/15/15		19:59:00		0:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8278号		郡山河内局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		電気事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				132		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島放送						DTV		中 チュウ		1						1/15/15		19:33:00		1/15/15		19:59:00		0:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8279号		郡山河内局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		電気事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				132		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		中 チュウ		1						1/15/15		19:33:00		1/15/15		19:59:00		0:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		受信アンテナに湿った雪が着雪して、親局電波の受信不良となった。				東放第8280号		郡山河内局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)		受信空中線		電気事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				132		共建

				本省 ホンショウ						BSジャパン						幹 カン				1				○		1/15/15		19:47:30		1/15/15		19:48:29		0:00:59		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		キューシート作成ミス。
VTRカート設備が上位からの制御を受けられなくなった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		送出機器をVTR単体へ切り替え、VTRカート設備のリセットを行い復旧させた。								当該時刻において、不要映像、「お待ち」テロップ、黒映像などを送出。再発防止対策として、正しくないデータでのOAとならないよう、準備部門と送出部門での事前のデータチェック方法を厳重なものへ改めた。

				本省 ホンショウ						BSジャパン						幹 カン				1						1/15/15		19:55:00		1/15/15		19:55:45		0:00:45		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		キューシート作成ミス。
VTRカート設備が上位からの制御を受けられなくなった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		送出機器をVTR単体へ切り替え、VTRカート設備のリセットを行い復旧させた。								当該時刻において、不要映像、「お待ち」テロップ、黒映像などを送出。再発防止対策として、正しくないデータでのOAとならないよう、準備部門と送出部門での事前のデータチェック方法を厳重なものへ改めた。

				本省 ホンショウ						BSジャパン						幹 カン				1						1/15/15		20:11:11		1/15/15		20:12:14		0:01:03		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		キューシート作成ミス。
VTRカート設備が上位からの制御を受けられなくなった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（送出管理装置） バングミソウシュツセツビソウシュツカンリソウチ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		送出機器をVTR単体へ切り替え、VTRカート設備のリセットを行い復旧させた。								当該時刻において、不要映像、「お待ち」テロップ、黒映像などを送出。再発防止対策として、正しくないデータでのOAとならないよう、準備部門と送出部門での事前のデータチェック方法を厳重なものへ改めた。

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		テレビ金沢						DTV		親 オヤ		1				○		1/16/15		8:43:25		1/16/15		8:45:25		0:02:00		その他 ホカ		人為的な要因						陸放第2202号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		営放システム		事業者が自ら対応（その他）		営放システムでのデータ入力ミス（人為的ミス）が原因であった為、マスター担当者が、ＡＰＳの運行データの訂正し復旧する。		「プラン」陸放第2214号（七尾局）、「プラン」陸放第2263号（珠洲局）、「プラン」陸放第2264号（輪島局）、「プラン」陸放第2265号（羽咋局）、「みなしプラン」陸放第2266号（山中局)、 陸放第2274号（舳倉局）、陸放第2326号（富来局）、陸放第2332号（東門前局）、陸放第2320号（大聖寺局）、 陸放第2410号（輪島町野局）、陸放第2411号（粟津局）、陸放第2394号（塩屋局）、陸放第2395号（能登鹿島局）、陸放第2396号（小松尾小屋局）、陸放第2397号（小松金平局）、陸放第2		約430,000 ヤク

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		ひたちコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		1				○		1/16/15		17:18:00		1/16/15		17:19:00		0:01:00		その他 ホカ		人為的な要因		フェーダを下げたまま放送				開放第8949号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（その他）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エムエムノースウェーブ						FM		親 オヤ		1				○		1/16/15		20:07:37		1/16/15		20:09:23		0:01:46		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						北放2548号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		予備出力に切り替えて音声回復。送出管理装置の再起動により復旧。		北放第2549号北放第2550号。北放第2551号。北放第2552号。北放第2563号。北放第2564号。 キタホウダイゴウキタホウダイゴウキタホウダイゴウキタホウダイゴウキタホウダイゴウキタホウダイゴウ		約1,668,800		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		1				○		1/17/15		14:57:56		1/17/15		14:58:06		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3号		中標津R1				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				16,872		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		1						1/17/15		14:57:56		1/17/15		14:58:06		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第52号		中標津R2				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				15,655		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/15		18:00:00		1/18/15		18:00:30		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因		APS登録ミス				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		演奏スタジオを変更し対応

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				1				○		1/21/15		1:27:56		1/21/15		1:28:01		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（系切替）		1:27 映像の異常を認知。
エンコーダを予備系統へ切替え。								#668（カートゥーン ネットワークHD）、#669（キッズステーションHD）、
#688（グリーンチャンネルHD）

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		1				○		1/21/15		16:00:00		1/21/15		16:00:08		0:00:08		その他 ホカ		人為的な要因		ミキサー操作ミス				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（その他）		ミキサー確認

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		ラブエフエム国際放送						FM		親 オヤ		1				○		1/23/15		14:16:04		1/23/15		14:17:06		0:01:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8062号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		UPS		電気事業者が対応		発電機動作試験中に停電を確認。
電源系統を手動で切替。		九放第８０６３号。九放第８７７８号。		2,600,000		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道						FM		中 ナカ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:07		0:05:47		回線障害		電気通信事業者の回線障害		Hotnet設備障害				北放第1468号		函館局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		Hotnetの設備障害により回線断。
Hotnetの復旧作業により回復。				156,730		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		1				○		1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTnet函館交換局電源障害による。				北放第3808号		函館局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気通信事業者が対応		HOTnetが函館交換局電源設備を復旧させて回復。		北放第3975号、北放第4284号、北放第4316号、北放第4678号、北放第4062号、北放第4013号、北放第4375号、北放第4190号、北放第4200号、北放第3946号、北放第4761号、北放第4775号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTnet函館交換局電源障害による。				北放第10号		函館ラジオ局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		HOTnetが函館交換局電源設備を復旧させ回復。				560,167		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTnet函館交換局電源障害による。				北放第2500号		江差ラジオ局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		HOTnetが函館交換局電源設備を復旧させ回復。				13,802		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						R		中 チュウ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTnet函館交換局電源障害で江差ラジオ局の音声が断となり、北檜山ラジオ局向けのSTL音声が断となったため。				北放第2501号		北檜山ラジオ局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		HOTnetが函館交換局電源設備を復旧させ江差ラジオ局の音声が回復したのに伴い回復。				5,184		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTNET函館交換局電源障害により放送中止。				北放第3780号		函館局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気通信事業者が対応		HOTNET函館交換局電源復旧により復旧		北放第3976号、北放第4285号、北放第4317号、北放第4679号、北放第4065号、北放第4012号、北放第4380号、北放第4196号、北放第4201号、北放第3948号、北放第4762号、北放第4776号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTNET函館交換局電源障害により放送中止。				北放第3809号		函館局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気通信事業者が対応		HOTNET函館交換局電源復旧により復旧		北放第３９４７号、北放第３９７７号、北放第４００６号、北放第４０６６号、北放第４１９７号、北放第４２０２号、北放第４２８６号、北放第４３１８号、北放第４３８１号、北放第４６８０号、北放第４７６３号、北放第４７７７号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTNET函館交換局電源障害により中断。				北放第3786号		函館局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気通信事業者が対応		HOTNET函館交換局電源障害の復旧で中断復旧。		プラン  北放第 3978 号。プラン  北放第 4287 号。  北放第 4319 号。  北放第 4681 号。  北放第 4067 号。プラン  北放第 4004 号。  北放第 4382 号。  北放第 4198 号。  北放第 4203 号。みなしプラン  北放第 3929 号。  北放第 4764 号。  北放第 4778 号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		1						1/23/15		21:20:20		1/23/15		21:26:15		0:05:55		回線障害		電気通信事業者の回線障害		HOTNET函館交換局電源障害により放送中止。				北放第3792号		函館局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気通信事業者が対応		HOTNET函館交換局電源復旧により復旧。		北放第3979号、北放第4290号、北放第4323号、北放第4683号、北放第4068号、北放第4000号、北放第4383号、北放第4199号、北放第4204号、北放第3933号、北放第4765号、北放第4779号。		186,709		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エムエムノースウェーブ						FM		中 チュウ		1						1/23/15		21:20:21		1/23/15		21:26:08		0:05:47		回線障害		電気通信事業者の回線障害						北放2550号		函館超短波放送局 ハコダテチョウタンパホウソウキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)		HOTNET交換機 コウカンキ		電気通信事業者が対応		HOTNETの交換機設備更新作業中に誤って回線を断とした。その後復旧。 コウカンキセツビコウシンサギョウチュウアヤマカイセンダンゴフッキュウ				約156,730		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムくしろ						CFM		中 ナカ		1				○		1/24/15		17:45:00		1/24/15		20:30:00		2:45:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放3751号		阿寒湖温泉中継局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（その他）		リミッターを取り外し、送信機とコーディックを直結させ復旧。				870		単独 タンドク

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						R		親 オヤ		1				○		1/25/15		8:05:05		1/25/15		8:06:20		0:01:15		その他 ホカ		人為的な要因		生放送(ニュース)で無音発生。外部委託アナウンサーによる勘違い。				東放第9号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		バックアップ音楽に自動切替。アナウンサー入室により通常放送復旧。		東放第１０号、東放第４６２７号、東放第１３２号		約940,000 ヤク

				関東 カントウ				千葉 チバ		かずさエフエム						CFM		C親 オヤ		1				○		1/26/15		6:16:00		1/26/15		8:11:00		1:55:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		一般車両の交通事故によって、本局から送信所に音声を伝送する専用回線が切断されたため。				開放第3782号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				電気通信事業者が対応		切断された回線を、NTT東日本が復旧。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎放送						DTV		親 オヤ		1				○		1/26/15		12:09:16		1/26/15		12:11:30		0:02:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出システムの音声処理機器（DSP）の不具合で音声無音となった。				九放第8876号		親局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		番組送出設備(音声調整装置)		DSP		事業者が自ら対応（系切替）		予備システムに切り替えて放送復帰。その後、不具合のＤＳＰ機器を交換して不具合側のシステムも回復。		九放第8957号、九放第9063号、九放第9317号、九放第9334号、九放第9336号、九放第9517号、九放第9518号、九放第9607号、九放第9608号、九放第9609号、九放第9646号、九放第9647号、九放第9648号、九放第9695号、九放第9696号、九放第9735号、九放第9736号、九放第9737号、九放第9753号、九放第9809号、九放第9810号、九放第9822号、九放第9823号、九放第9824号、九放第9825号、九放第9943号、九放第10002号、九放第10006号、九		535,372

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エフエム徳島						FM		中 チュウ		1				○		1/27/15		7:52:00		1/27/15		15:00:00		7:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第3007号		阿南				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		メーカー対応で原因を突き止めることができ送信機出力が回復。				12,000

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		テレビ大阪						DTV		中 チュウ		1				○		1/30/15		19:44:11		1/30/15		20:58:37		1:14:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		リモコン内部の信号変換回路の障害により、誤った起動命令が発生した。親局の予備送信所設備が誤動作し、親局と同一のチャンネルの電波が誤送信されたことにより親局受信に回り込み妨害を与えた。				近放第101283号		TVO枚方DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		親局の予備送信所の監視制御リモコン。		事業者が自ら対応（その他）		親局受信に妨害を与えていた予備送信所の放送波の誤発射を止め、復旧した。		近放第102474号		約231200		単独

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送						DTV		中 チュウ		1				○		1/30/15		19:45:35		1/30/15		20:55:59		1:10:24		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7858号		石巻祝田局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		監視装置で停波検知。現地出向しアンテナ周辺を除雪対応。				227

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親 オヤ		2				○		2/1/15		6:00:01		2/1/15		6:00:10		0:00:09		その他 ホカ		他の事業者による要因		発局(ＴＢＳ)の連絡不徹底。報道特別番組開始時間の連絡ミスでネットマークを開始から9秒間送出。				海放第4265号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局に起因するもので当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応（その他）		手動でネットマークから元々の放送予定素材に切り替えた。		海放第4265号
CBC名古屋DTV 親局他、全ての下位放送局		約4,400,000 ヤク		共建		6:00:01～6:00:10
ＴＢＳネットマーク
9秒間

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○		2/1/15		6:00:03		2/1/15		6:00:07		0:00:04		その他 ホカ		他の事業者による要因		発局(TBS)が報道特別番組の開始時刻に本編ではなくネットマークを送出（連絡の不徹底）。				海放第4387号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局に起因するものであり当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応（その他）		手動でネットから降り、本編が正常送出されるのを確認後、再度ネットに乗った。		海放第4451号，海放第4632号，海放第4682号，海放第4704号，海放第4715号，海放第4758号，海放第4765号，海放第4775号，
海放第4807号，海放第4827号，海放第4876号，海放第4866号，海放第4883号，海放第4888号，海放第4894号，海放第4895号，
海放第4968号，海放第4963号，海放第4972号，海放第4991号，海放第5008号，海放第5012号，海放第5023号，海放第5059号，
海放第5050号，海放第5034号，海放第5054号，海放第5081号，		1,362,762		共建

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○		2/1/15		6:42:37		2/1/15		6:44:00		0:01:23		その他 ホカ		人為的な要因		12セグとワンセグで異なる放送。緊急特番体制から通常放送に戻る過程の運行データ修正ミス。				東放第6663号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（自然復旧）		運行データが通常放送に戻ったところで復旧。		東放第6923号、東放第7150号、東放第7156号、東放第7175号、東放第7224号、東放第7254号、放第7520号、東放第7843号、東放第7849号、東放第7855号、東放第7863号、東放第7869号、東放第7881号、東放第7886号、東放第8405号、東放第8436号、東放第8512号		約940,000 ヤク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		日本放送協会						DTV		プ		2				○		2/4/15		17:07:47		2/4/15		17:13:17		0:05:30		その他 ホカ		人為的な要因		上位局ＤＧ用ＴＴＬ送信機の誤停止				海放第4538号		伊勢ＤＧ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（系切替）		上位局（青山ＦＸ）で、伊勢局向けＤＧ用ＴＴＬを点検中、誤って現用系装置を停止した。予備系に切り替えて回復。		海放第4782号。海放第4744号。海放第5027号。海放第5295号。		約180,000 ヤク		共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送						DTV		プ		2				○		2/5/15		11:26:22		2/5/15		11:26:32		0:00:10		停電		停電		不明 フメイ				北放第4284号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ						DTV		プ		2						2/5/15		11:26:22		2/5/15		11:26:32		0:00:10		停電		停電						北放第4285号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ						DTV		プ		2						2/5/15		11:26:22		2/5/15		11:26:32		0:00:10		停電		停電						北放第4286号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波、非常用発電機により復旧				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送						DTV		プ		2						2/5/15		11:26:22		2/5/15		11:26:32		0:00:10		停電		停電						北放第4287号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電事故停電により停波。予備電源（EG）により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道						DTV		プ		2						2/5/15		11:26:22		2/5/15		11:26:32		0:00:10		停電		停電						北放第4290号		北檜山				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波
。自家発電装置起動により復旧。				4,971		共建		故障した設備は無し。

				近畿 キンキ				京都 キョウト		エフエムあやべ						CFM		C親 オヤ		2				○		2/6/15		11:32:00		2/6/15		11:46:00		0:14:00		その他		その他 タ		放送素材の位相反転				近放第100162号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		リスナーから曲になると急に音が低くなると連絡あり、放送中の素材の位相を確認し反転していることが判明。素材を差し替え復旧								ステレオラジオで聞くと普通に聞こえるが、モノラルで聞くと音が打ち消されて、音が低くなる現象。コンサートホールで録音された素材自体の位相が反転していたため。

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		宮古エフエム						CFM		C親 オヤ		2				○		2/9/15		10:11:45		2/9/15		20:48:19		10:36:34		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因						東放第8718号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		エアーモニターで放送中止を確認。現地へ出向し予備送信機の電源リセットし復旧。				18,000				積雪による悪路のため、現地出向が遅延。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		2				○		2/9/15		10:40:00		2/9/15		10:45:00		0:05:00		その他 ホカ		人為的な要因		デジタルオーディオファイル書き出し時に不具合が生じ、無音が含まれるファイルを送出。				中放第11195号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		別系統に切り替え対応した。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2				○		2/9/15		12:09:15		2/9/15		14:15:26		2:06:11		自然災害 シゼンサイガイ		他の事業者による要因		大型の暴風雨の通過による米国衛星通信事業者のアンテナ設備の誤作動										中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（系切替）		12:09:15 映像・音声の異常を確認。
14:15:26 バックアップ番組に切替え。								#566（CNNj）

				本省 ホンショウ						シーエス・ワンテン						幹 カン				2						2/9/15		12:09:15		2/9/15		14:57:33		2:48:18		その他 ホカ		他の事業者による要因		暴風のため米国衛星通信事業者のアンテナ設備が誤作動										中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（系切替）		黒味・無音声発生状況確認直後バックアップ番組に切り替え、復旧時刻までバックアップ番組を放送した。								ＣＳ第139号ＣＮＮｊ（♯354ch）。衛星会社は今回の事例をアップリンクセンタースタッフに周知する。その上で衛星のソフトウエアを熟知するように努め、さらに地上アンテナ設備の状況がリアルタイムで監視できるようにしていく。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		2				○		2/9/15		16:40:11		2/9/15		16:40:26		0:00:15		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波（蓄電池なし）。				北放第2502号		STV江差				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		復電により復旧。				約65,000 ヤク		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		2				○		2/10/15		3:32:29		2/10/15		3:32:39		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第32号		江差R1				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				18,375		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						R		中 ナカ		2				○		2/10/15		4:14:54		2/10/15		4:15:04		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第55号		松前R1				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		北電停電により停波。
自家発電装置起動により復旧。				6,224		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2				○		2/12/15		23:58:00		2/12/15		23:58:16		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（系切替）		収録・送出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの日にち跨ぎの誤差でｴﾗｰが発生し、APC作動せず。系を切替えて復旧。後日、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを再改修。								#527 (ジュエリー☆GSTV)

				本省 ホンショウ						ビーエスＦＯＸ						幹 カン				2				○		2/13/15		10:11:19		2/13/15		10:11:20		0:00:01		回線障害		電気通信事業者の回線障害												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		伝送回線		事業者が自ら対応（系切替）		伝送回線の一時的な減衰が発生。予備回線への自動切り替えにより、即時復旧。
（約1秒の黒味・無音）								発生チャンネルおよび、番組枠名は以下の通り。
ナショナル･ジオグラフィックチャンネル「メーデー!2 #4」」
FOXスポーツ＆エンターテイメント 「インフォメーション」

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○		2/14/15		14:15:39		2/14/15		14:15:55		0:00:16		その他 ホカ		人為的な要因		1秒×6回の映像音声ショック発生。マスターで不要ケーブル撤去中、現用系ENCにショックが加わる。				東放第6663号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応（自然復旧）				東放第6923号、東放第7150号、東放第7156号、東放第7175号、東放第7224号、東放第7254号、放第7520号、東放第7843号、東放第7849号、東放第7855号、東放第7863号、東放第7869号、東放第7881号、東放第7886号、東放第8405号、東放第8436号、東放第8512号		約940,000 ヤク

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川						DTV		親 オヤ		2				○		2/15/15		2:00:00		2/15/15		2:09:11		0:09:11		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		ネット局から回線を利用し番組バンクで収録した番組を放送しているが、収録時にコンテンツサーバーへ記録した番組を送出系の送出サーバーに番組転送を行った際、制御情報が正常に転送がされなかったため、当初予定していた番組の送出が出来なかった。				関放第6512号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組送出バンク		事業者が自ら対応（その他）		番組冒頭から情報カメラ映像と字幕「しばらくお待ち下さい」を送出。番組を別の番組に変更して放送を復旧させた。		プラン関放第7209号。プラン関放第8037号。関放第8262号。関放第8302号。関放第8303号。関放第8304号。関放第8604号。関放第8612号。関放第8628号。関放第8646号。関放第8654号。関放第8714号。関放第8852号。関放第8912号。関放第8976号。関放第9033号。関放第9046号。関放第9078号。関放第9093号。関放第9102号。関放第9103号。関放第9405号。関放第9413号。関放第9430号。関放第9454号。関放第9480号。関放第9540号。関放第954		4,469,416		単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム御殿場						CFM		C親 オヤ		2				○		2/15/15		16:50:00		2/15/15		17:20:00		0:30:00		その他 ホカ		自然故障 シゼンコショウ						海放第５５０１号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		無人放送中、無音検査機誤作動により中断。ＳＤカードからＣＦカードに交換処置				29,954				御殿場市（27,348世帯）小山町　（ 2,606世帯）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム雪国						CFM		C親 オヤ		2				○		2/17/15		7:45:00		2/17/15		9:20:00		1:35:00		停電		停電		雪のため送信所停電				信放第3124号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応				信放第3995号
エフエムゆきぐに浦佐
中継局		26,017

				関東 カントウ				茨城 イバラギ		ひたちコミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		2				○		2/18/15		19:01:00		2/18/15		19:07:00		0:06:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						開放第8949号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		中 チュウ		2				○		2/20/15		12:24:02		2/20/15		12:24:04		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		STL1号機の障害による映像乱れ。				東第49221号		ＭＩＴもりおかテレビ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		自動切替		東放第6704号、東放第6799号、東放第6800号、東放第6801号、東放第6848号、東放第6852号、東放第6932号、東放第6968号、東放第6969号、東放第6971号、東放第6972号、東放第6973号、東放第6974号、東放第6975号、東放第7243号、東放第7297号、東放第7302号、東放第7308号、東放第7313号、東放第7319号、東放第7325号、東放第7332号、東放第7338号、東放第7345号、東放第7355号、東放第7361号、東放第7740号、東放第7790号、東放第		約430,000 ヤク

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ						DTV		親 オヤ		2				○		2/20/15		15:03:54		2/20/15		15:11:25		0:07:31		その他 ホカ		人為的な要因		STL1号機の障害対応としてバックアップ回線構築作業中における				東放第6704号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		復旧作業中における誤操作のため直ちに修正して復旧させた。		東放第6704号、東放第6799号、東放第6800号、東放第6801号、東放第6848号、東放第6852号、東放第6932号、東放第6968号、東放第6969号、東放第6971号、東放第6972号、東放第6973号、東放第6974号、東放第6975号、東放第7243号、東放第7297号、東放第7302号、東放第7308号、東放第7313号、東放第7319号、東放第7325号、東放第7332号、東放第7338号、東放第7345号、東放第7355号、東放第7361号、東放第7740号、東放第7790号、東放第		約430,000 ヤク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会						DTV		中 チュウ		2				○		2/20/15		16:22:26		2/20/15		18:46:07		2:23:41		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4452号		夕張新千代田DG				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		監視装置にて故障検知。
現地出向し障害箇所を修理して回復				1,497		共建

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		2				○		2/22/15		22:32:30		2/22/15		22:45:20		0:12:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送自動化システムのソフトウエア障害。				関放第3594号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		番組自動送出装置		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		放送自動化システムPCの再起動により回復。				約80,000 ヤク

				東海 トウカイ		重 ジュウ		三重 ミエ		三重テレビ						DTV		親 オヤ		2				○		2/24/15		6:00:00		2/24/15		6:57:42		0:57:42		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＩＰ伝送装置デコーダの不具合				海放第4393号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）				プラン海放第4537号。
プラン海放第4544号。
プラン海放第4726号。
海放第4727号。
海放第4746号。
海放第4788号。
海放第4816号。
海放第5036号。
海放第5087号。
海放第5147号。
海放第5138号。
海放第5234号。
海放第5236号。		704,607		共建		世帯数は平成22年国勢調査データ セタイスウ

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		石垣コミュニティーエフエム						CFM		C親 オヤ		2				○		2/26/15		10:44:36		2/26/15		10:48:44		0:04:08		停電		他の事業者による要因		演奏局周辺の停電				沖縄第575号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		沖縄電力㈱		電気事業者が対応		放送が停止し、在局スタッフが対応している間に復旧。				23,142

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						FM		中 ナカ		2				○		2/27/15		11:02:19		2/27/15		11:02:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第266号		知駒FM				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		自家発電装置起動により復旧。		北放第365号、
北放第386号、
北放第733号。		35,441		単独 タンドク		故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		道路交通情報通信システムセンター						FCM		中 ナカ		11						2/27/15		11:02:19		2/27/15		11:02:29		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電により停波。				北放第3621号		VICS知駒				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		自家発電装置起動により復旧。		北放第3623号。
北放第3624号。
北放第3627号		35,441		単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		テレビ大分						DTV		中 チュウ		3				○		3/1/15		11:29:00		3/1/15		14:39:00		3:10:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11183号		南院内局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（その他）		送信機の電源回路故障により、出力断。現地出向し、同回路部を予備ユニットへ交換により復旧。				504		共建

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送						R		親 オヤ		3				○		3/1/15		11:57:07		3/1/15		11:57:08		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークした				関放第１５号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）		保護装置としての動作
のため、正常動作								約0.5秒後に復帰

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMたまん						CFM		C親 オヤ		3				○		3/1/15		14:28:40		3/1/15		15:11:30		0:42:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						沖放第403号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		コーデック		事業者が自ら対応（その他）		簡易送出機材（ミキサー、音声出力用ＰＣ）を設置し音声を出力した。後日、メーカーよりコーディックを手配し対応した。				15,200

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		3				○		3/1/15		20:00:00		3/1/15		20:00:07		0:00:07		その他 ホカ		その他 タ		音楽再生ＰＣの応答遅延 オンガクサイセイ				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然復旧

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送						DTV		親 オヤ		3				○		3/2/15		5:06:56		3/2/15		6:19:31		1:12:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		OFDM変調器				近放第100683号 ゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（系切替）		マスターにてISDB-T　BERアラームが発生。

3/2 06:24 OFDM変調器を1号系から2号系への切替により不具合が収まった。		近放第101415号。近放第101421号。近放第101629号。近放第101424号。近放第101876号。近放第101939号。近放第101509号。近放第101514号。近放第101519号。近放第102350号。近放第101606号。近放第101712号。近放第101524号。近放第101717号。近放第101814号。近放第101527号。近放第101532号。近放第101135号。近放第101139号。近放第101142号。近放第101751号。近放第102004号。近放第102011号。近放		約7,240,000 ヤク		単独

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		軽井沢エフエム						CFM		C親 オヤ		3				○		3/2/15		6:49:00		3/2/15		7:30:00		0:41:00		停電		停電						信放3281号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備		非常用電源（UPS）		事業者が自ら対応（その他）		非常用発電機に切り替え放送				約9,500		単独 タンドク

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				3				○		3/2/15		7:58:40		3/2/15		7:58:50		0:00:10		その他 ホカ		人為的な要因		プロデューサーの指示ミス										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		自社制作映像に自動切替
（予定時刻での作動）								#212（QVC（キューヴィーシー））

				本省 ホンショウ						QVC						般 ハン				3						3/2/15		7:58:40		3/2/15		7:58:50		0:00:10		その他 ホカ		人為的な要因		プロデューサーの指示ミス										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（その他）		自社制作映像に自動切替
（予定時刻での作動）								ＱＶＣ（キューヴィーシー）

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ＣＢＣテレビ						DTV		親 オヤ		3				○		3/2/15		9:52:45		3/2/15		9:53:00		0:00:15		その他 ホカ		人為的な要因		運行データ入力ミス。ローカル素材送出のところネット受け(ＴＢＳ)素材(グレー映像･無音)を送出。				海放第4265号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		人為的な要因のため当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応（自然復旧）		即時の処置はできず、次の運行イベントにて復帰した。		海放第4265号
CBC名古屋DTV 親局他、全ての下位放送局		約4,400,000 ヤク		共建		9:52:45～9:53:00
グレー映像･無音
15秒間

				東北 トウホク		累 ルイ		福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		プ		3				○		3/4/15		15:02:38		3/4/15		19:42:44		4:40:06		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		反射板の着氷による
ＳＴＬ回線断				東放第6740号		会津若松				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（系切替）		ＩＰバックアップ回線へ切替		東放第7079号、東放第7083号、東放第7095号、東放第7537号、東放第7551号、東放第7588号、東放第7629号、東放第8110号、東放第8119号、東放第8125号、東放第8137号、東放第8166号、東放第8288号、東放第8276号		87,219

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ						R		中 チュウ		3				○		3/6/15		10:51:35		3/6/15		10:51:57		0:00:22		停電		停電						海放第48号		とうかいラジオおわせほうそうきょく				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応（系切替）		三重県内の高圧送電線にヘリコプターが接触し、尾鷲市内を中心に広域停電が発生。非常用電源が自動起動する間は停波。				11,504		単独

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スカパー・エンターテイメント						幹 カン				3				○		3/7/15		18:51:45		3/7/15		19:32:23		0:40:38		回線障害		電気通信事業者の回線障害		光パッチケーブルの差込不十分（現地～KDDI間の光回線）。										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		光MDF(主配電盤)の勘合不良		事業者が自ら対応（その他）		18:51:45 静止画（無音）に切替。19:32:23 予備回線に切替て復旧。								#800（スカチャン0）

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		宮城テレビ						DTV		中 チュウ		3				○		3/10/15		5:19:44		3/10/15		10:34:14		5:14:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7895号		気仙沼八瀬ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		上位局である気仙沼ＤＴＶ
の励振器異常による信号品
質の劣化によるもので、気
仙沼ＤＴＶに出向し対処し
たことにより回復。				約133 ヤク		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		宮城テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/10/15		6:29:19		3/10/15		11:41:11		5:11:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7571号		唐桑早馬ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		上位局である気仙沼ＤＴＶ
の励振器異常による信号品
質の劣化によるもので、気
仙沼ＤＴＶに出向し対処し
たことにより回復。		東放第7821号		約1757		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		宮城テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/10/15		6:29:19		3/10/15		11:41:11		5:11:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7821号		唐桑大沢ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		上位局である気仙沼ＤＴＶ
の励振器異常による信号品
質の劣化によるもので、気
仙沼ＤＴＶに出向し対処し
たことにより回復。				約382		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		宮城テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/10/15		6:30:19		3/10/15		11:41:05		5:10:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7833号		歌津田の浦ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		上位局である気仙沼ＤＴＶ
の励振器異常による信号品
質の劣化によるもので、気
仙沼ＤＴＶに出向し対処し
たことにより回復。				約79 ヤク		共建

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		宮城テレビ						DTV		中 チュウ		3						3/10/15		6:30:19		3/10/15		11:41:06		5:10:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7839号		歌津港ＤＴＶ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		上位局である気仙沼ＤＴＶ
の励振器異常による信号品
質の劣化によるもので、気
仙沼ＤＴＶに出向し対処し
たことにより回復。				約63		共建

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		3				○		3/10/15		7:00:00		3/10/15		7:00:10		0:00:10		その他 ホカ		その他 タ		音楽再生ＰＣの応答遅延 オンガクサイセイ				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然復旧

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ						DTV		親 オヤ		3				○		3/10/15		10:10:07		3/10/15		10:25:12		0:15:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		副調整室　音声調整装置				近放第100684号 ゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応（系切替）		音声1,2chのみ断になったため、3,4chを本線にする系統変更をおこなった。		近放第101417号。近放第101420号。近放第101627号。近放第101423号。近放第101877号。近放第101940号。近放第101506号。近放第101511号。近放第101516号。近放第102352号。近放第101608号。近放第101713号。近放第101718号。近放第101521号。近放第101816号。近放第101529号。近放第101534号。近放第101132号。近放第101136号。近放第101144号。近放第101753号。近放第102006号。近放第102012号。近放		約8,600,000 ヤク		単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/10/15		16:13:00		3/10/15		16:14:00		0:01:00		停電 テイデン		停電 テイデン		※帯広市内一部地域が停電、よって演奏所も停電し、無音状態が1分間発生。（UPSも不具合が生じたため1分間の停電が発生）※尚、北電によると原因は不明。				北放第2593号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備) デンゲンセツビ				事業者が自ら対応（自然復旧）		16:14には市内全域が通電。放送設備も復旧しました。				約90,000 ヤク		共建 キョウケン

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		日経ラジオ						短 ミジカ		中 チュウ		1				○		3/10/15		18:27:00		3/10/15		19:21:00		0:54:00		停電 テイデン		降雪 コウセツ		北海道電力根室振興局管内、暴風雪による高圧ケーブルの断線により停電、停波(自家発電機なし)。 テイデンテイハ				北放第63号		根室局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機) ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				電気事業者が対応		復電により復旧。				（※)約46,800,000		単独 タンドク		(※)世帯数に関しては東京局(関放第17号)より同一周波数で放送していたため、上記より下回ると思わる。故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		おびひろ市民ラジオ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/11/15		5:00:00		3/11/15		6:40:00		1:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2593号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他) タ		CDチェンジャー		事業者が自ら対応（ハードウェア修復）		スタッフが手動で音源を送出、その後CDチェンジャーを修理しました。 ゴシュウリ				約90,000 ヤク		共建 キョウケン

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		エフエム石川						FM		親 オヤ		3				○		3/12/15		3:51:16		3/12/15		4:31:34		0:40:18		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		監視・制御回線の避雷ユニットが故障したことにより、制御装置での信号復調時に誤信号となり、PAをオフにする誤動作に繋がった。				陸放第1168号		親局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		制御装置		事業者が自ら対応（その他）		送信所へ出向し手動にてPAをオンにして放送を復旧。		陸放第1169号。陸放第1188号。陸放第1189号。陸放第1190号。		393,618		共建

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		日本放送協会						FM		親 オヤ		3				○		3/12/15		5:52:53		3/12/15		5:54:48		0:01:55		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		STL空中線への着雪による受信レベル低下（隣接チャンネルに対するＤＵ比の悪化）				陸放第131号		金沢ＦＭ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応（自然復旧）				陸放第132号。陸放第133号。陸放第134号。陸放第173号。陸放第205号。陸放第206号。陸放第267号。陸放第1154号。		約400,000 ヤク		単独		音声無音。VICS情報は影響なし。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		飛騨高山テレ・エフエム						CFM		中 チュウ		3				○		3/13/15		6:00:00		3/14/15		12:00:00		30:00:00		停電		停電		大雪の影響で商用電源が停電				海放第4983号		上宝在家山送信局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)				電気事業者が対応						488				放送区域内の世帯数は、高山市の468世帯及び飛騨市の20世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエムぬまづ						FM		親 オヤ		3						3/16/15		4:05:00		3/16/15		4:09:00		0:04:00		その他 ホカ		その他 ホカ		J－WAVEの停波				海放第4188号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		業者メイプルオーディオに原因調査依頼				約230,000 ヤク

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡						CFM		C親 オヤ		3				○		3/16/15		4:05:08		3/16/15		4:59:19		0:54:11		その他 ホカ		その他 ホカ		①（29秒間）
②（10秒間）
③（26秒間）
④（11秒間）
J-WAVE送出不良により合計1分16秒間無音となる。										中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		無音検知機能によりバックアップ音源再生				約280,000 ヤク

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエムぬまづ						FM		親 オヤ		3				○		3/16/15		4:48:00		3/16/15		5:02:00		0:14:00		その他 ホカ		その他 ホカ		J－WAVEの停波				海放第4188号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応（自然復旧）		業者メイプルオーディオに原因調査依頼				約230,000 ヤク

				関東 カントウ				千葉 チバ		かずさエフエム						CFM		C親 オヤ		3				○		3/17/15		22:43:00		3/18/15		0:06:00		1:23:00		停電		停電		計量法による積算電力計の更新工事中、ビル管理者から作業を委託された業者が誤って館内分電盤のブレーカーを切ったため。				開放第3782号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		業者がブレーカーのスイッチを再度入れ、事業者がマスタールーム内の機材を再起動。

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		3				○		3/18/15		18:25:00		3/18/15		18:25:30		0:00:30		その他 ホカ		人為的な要因		電源スイッチ誤操作				近放第101883号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応（その他）		電源スイッチ確認

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		日本放送協会						DTV		親 オヤ		3				○		3/18/15		21:50:10		3/18/15		21:50:19		0:00:09		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8857号		熊本DG　親局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応（自然復旧）		自然回復		九放第9150号、九放第9389号、九放第9393号、九放第9392号、九放第9480号、九放第9396号、九放第10948号、九放第9489号、九放第9551号、九放第10880号、九放第11176号、九放第9761号、九放第9917号、九放第9914号、九放第10704号、九放第10740号、九放第10744号、九放第10827号、九放第10822号、九放第11023号、九放第11020号、九放第11170号、九放第11172号、九放第11174号、九放第11346号。		1,004,254		単独 タンドク

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送						DTV		親 オヤ		3				○		3/19/15		9:51:35		3/19/15		9:52:28		0:00:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		VTRヘッドの目詰まり				近放第101088号		親局 オヤキョク				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		VTRデッキ		事業者が自ら対応（系切替）		OA送出デッキの交換
（別デッキによる運用）		近放第101343号、近放第101344号、近放第101615号、近放第161616号、近放第101836号、近放第101837号、近放第101946号、近放第101947号、近放第101982号、近放第102163号、近放第102563号、近放第102564号、近放第102610号、近放第102654号、近放第102670号、近放第102671号、近放第102672号、近放第102689号		480,600		単独		19秒間　映像・音声の乱れ
34秒間　VTR交換の為「しばらくお待ちください」を送出

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエムみやこ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/22/15		17:00:00		3/22/15		17:00:12		0:00:12		その他		人為的な要因						沖放第524号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応（ソフトウエア修正）		職員が放送モニターで気づき、入力設定を変更して復旧。				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		東海ラジオ						R		親 オヤ		3				○		3/23/15		16:00:03		3/23/15		16:00:58		0:00:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第33号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）		演奏所において、番組送出設備の最終段マトリクスが正常な動作せず、音声信号が断状態となり、結果的に無変調となった。
当該送出設備をパスする事で応急措置を行い復旧。
後日、設備リセットを実施し、正常状態となる。		海放第2号。海放第26号。
海放第48号。海放第84号。
海放第154号。海放第244号。
海放第253号。海放第1087号。
海放第3332号。		5,969,369		単独

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム						CFM		C親 オヤ		3				○		3/24/15		18:03:29		3/24/15		18:46:01		0:42:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10035号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備)		送信所側のコーデックが		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動）						約370,000 ヤク		単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		中 チュウ		3				○		3/25/15		14:56:13		3/25/15		15:50:11		0:53:58		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		マルチパス等化器の動作不良により、放送波のMER及びC/Nが劣化。				海放第4991号		芝川柚野DTV				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		マルチパス等化器		事業者が自ら対応（系切替）		本社よりリモコンにて予備機へ手動切替を実施。
翌日、現地にて当該設備を代替器へ交換。				5,052		共建

				本省 ホンショウ						ブロードキャストサテライトディズニー						幹 カン				3				○		3/27/15		5:42:15		3/27/15		5:42:20		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用系のサーバーの不具合										その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		番組バンク（送出サーバー）		事業者が自ら対応（系切替）		現用系のサーバーの不具合により映像及び音声のフリーズが発生。エラー検知により、放送を予備系に切り替えることで復旧。								番組バンク（送出サーバー）の出力ポートとサーバー制御モジュール間で通信障害が発生したことに因る。障害があったハードウェアの交換を実施。

				本省 ホンショウ						スカパーブロードキャスティング						般 ハン				3				○		3/30/15		5:00:00		3/30/15		5:00:01		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備 チキュウキョクセツビ		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応（系切替）		送信装置に異常が認められたため、予備系統へ切替え。								#605（J SPORTS4）、#640（MTV HD）、
#942（kmpチャンネル）、
#944（レインボーチャンネルHD）、
#948（パラダイステレビHD）

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山放送						DTV		親 オヤ		3				○		3/30/15		6:36:30		3/30/15		6:37:30		0:01:00		その他 ホカ		人為的な要因		放送イベント作成ミス。				中放第10503号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		放送イベント作成ミスの為、映像・音声が欠落しましたが、設備に故障はありません。		事業者が自ら対応（その他）		放送イベント修正。		中放第10503号、中放第10657号、中放第10763号、中放第10764号、中放第10765号、中放第10795号、中放第10796号、中放第10879号、中放第10880号、中放第10925号、中放第11159号、中放第11165号、中放第11068号、中放第11096号、中放第11098号、中放第11194号、中放第11205号、中放第11206号、中放第11235号、中放第11236号、中放第11237号、中放第11238号、中放第11285号、中放第11286号、中放第11287号、中放第11		1,080,430

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		岡山放送						DTV		親 オヤ		3						3/30/15		6:36:30		3/30/15		6:37:30		0:01:00		その他		人為的な要因		放送イベント作成ミス。				中放第10503号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		営放システム		事業者が自ら対応（その他）		放送イベント修正。		中放第10503号、中放第10657号、中放第10763号、中放第10764号、中放第10765号、中放第10795号、中放第10796号、中放第10879号、中放第10880号、中放第10925号、中放第11159号、中放第11165号、中放第11068号、中放第11096号、中放第11098号、中放第11194号、中放第11205号、中放第11206号、中放第11235号、中放第11236号、中放第11237号、中放第11238号、中放第11285号、中放第11286号、中放第11287号、中放第11		1,080,430

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		テレビ愛媛						DTV		親 オヤ		3				○		3/30/15		6:36:30		3/30/15		6:49:20		0:12:50		その他		人為的な要因		放送イベント作成ミスの為、映像・音声が欠落。設備故障なし。				四放第4229号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		営放システム		事業者が自ら対応（その他）		本社演奏所TVﾏｽﾀｰにて手動操作で放送イベントを修正し復旧した。		下位39局（全局) カイキョクゼンキョク		548,000

				四国 シコク		累 ルイ		高知 コウチ		高知さんさんテレビ						DTV		親 オヤ		3				○		3/30/15		6:36:30		3/30/15		6:49:28		0:12:58		その他		人為的な要因		放送イベント作成ミスにより次枠で放送されるはずのCMが放送された。これによりCMの尺に差が生じてしまい、映像不体裁の時間が発生した。				四放第4261号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		営放システム		事業者が自ら対応（その他）		本社演奏所TVﾏｽﾀｰにて手動操作で放送イベントを修正し復旧した。		全中継局（53局）		290,431

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		伊丹コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		3				○		3/30/15		16:16:50		3/30/15		16:17:03		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン		停電（瞬断）後にスタジオUPSが故障				近放第100044号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応（系切替）		故障したUPSをバイパスして予備のUPSと商用電源で対応中。機器は更新する。				79,500
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①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

MIC:
山形テレビに合わせた

MIC:
第二音声のみの障害

MIC:
時間帯中、４秒から50秒、27回断続）
計算時間は50秒×27回とした
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
時間帯中１秒から60秒が60回断続）
計算時間60秒×60回
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
時間帯中２秒から３秒　４回断続）
計算時間３秒×４回
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
時間帯中数秒間の休止が断続的に20回

MIC:
時間帯中数秒間の休止が断続的に４回の発生
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
時間帯中に数秒間の休止が断続的に９回発生
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
時間帯中に数秒間の休止が断続的に49回発生
原因が上位局で有り集計対象とはしない

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
時間が長いエフエムおびひろで計上

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
事故時間が長いため沖縄テレビで計上

MIC:
事故時間が長いため沖縄テレビで計上

MIC:
事故時間が長いため沖縄テレビで計上

MIC:
山形テレビに合わせた

MIC:
事故時間が長いためさくらんぼテレビジョンで計上

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
正常動作のため計上しない

MIC:
異番組送出
編成変更により重大事故とならず

MIC:
EPGのみの事故のため重大事故にならず

MIC:
BSとCSの両方に影響出たことからBSのみにカウント

MIC:
HBCラジオマスターを変更

MIC:
HBCラジオマスターを変更

MIC:
HBCラジオマスターを変更

MIC:
HBCラジオマスターを変更

中継回線設備（その他）から変更。

中継回線設備から変更。

中継回線設備から変更。

中継回線設備（その他）から変更。

総務省:
12:32:31～12:52:02の約20分間の中断の他、数秒間の中断が数回発生。

数分間の中断が３回発生。

番組送出設備から変更。

放送局の送信設備(その他)から変更。

断続的に40回
合計45分55秒間停止

断続的に5回、
合計1分43秒間停止。

出力低下しながらも放送は継続していたため、重大事故とはしない。

詳細内訳
15:53:15～15:53:54
（39秒間）
15:54:30～15:57:41
（3分11秒間）

重大事故にカウント？

珠州局は100W

他の類似ケースに合わせ、降雪から変更。

他の類似ケースに合わせ、降雪から変更。

他の類似ケースに合わせ、降雪から変更。

他の類似ケースに合わせ、降雪から変更。

①4時05分08秒～4時05分37秒
②4時05分57秒～4時06分07秒
③4時58分18秒～4時58分44秒
④4時59分08秒～4時59分19秒
合計1分16秒間無音となる。

報告書に記載なし、減少から推定。

報告書に記載なし、減少から推定。

①7:14:00～7:29:00
②4時05分57秒～7:48:00
合計1分16秒間無音となる。

１６回の障害が発生。いずれも2～3秒で復帰したため、重大事故とはしない。
①5:19:44～5:19:46
②5:23:18～5:23:21
③5:34:36～5:34:38
④5:57:10～5:57:13
⑤6:03:30～6:03:33
⑥6:14:48～6:14:50
⑦6:22:54～6:22:57
⑧6:49:03～6:49:06
⑨7:42:19～7:42:22
⑩7:50:26～7:50:29
⑪8:53:37～8:53:39
⑫9:31:03～9:31:05
⑬9:53:37～9:53:40
⑭10:17:59～10:18:01
⑮10:27:28～10:27:31
⑯10:34:12～10:34:14

4回の障害が発生。いずれも数秒で復帰したため、重大事故とはしない。
①6:29:19～6:29:25
②6:30:22～6:30:26
③11:25:24～11:25:28
④11:41:05～11:41:11

4回の障害が発生。いずれも数秒で復帰したため、重大事故とはしない。
①6:29:19～6:29:25
②6:30:21～6:30:26
③11:25:23～11:25:29
④11:41:04～11:41:11

２回の障害が発生。いずれも３秒で復帰したため、重大事故とはしない。
①6:30:19～6:30:22
②11:41:03～11:41:06

２回の障害が発生。いずれも３秒で復帰したため、重大事故とはしない。
①6:30:19～6:30:22
②11:41:03～11:41:05

２２回の障害が発生。ほとんどが数分以内に復帰したため、重大事故とはしない。
①5:40:06～5:49:59
②5:50:01～5:50:22
③5:50:33～5:50:38
④5:50:44～5:51:08
⑤5:51:22～5:51:26
⑥5:51:37～5:51:41
⑦5:51:44～5:52:18
⑧5:52:36～5:52:53
⑨5:53:08～5:53:15
⑩5:53:16～5:53:25
⑪5:53:47～5:53:51
⑫5:53:54～5:54:07
⑬5:54:15～5:54:23
⑭5:54:25～5:55:01
⑮5:55:10～5:55:35
⑯5:55:36～5:55:56
⑰5:56:42～5:56:51
⑱5:57:01～5:57:17
⑲5:57:21～5:57:28
⑳5:57:31～5:57:34
21 5:58:09～5:58:13
22 5:59:07～11:13:00

１２回の障害が発生。ほとんどが数分以内に復帰したため、重大事故とはしない。
①11:46:02～11:46:06
②11:46:09～11:46:14
③11:46:25～11:46:35
④11:47:52～11:48:02
⑤11:48:20～11:48:24
⑥11:48:26～11:48:30
⑦11:50:34～11:50:39
⑧11:50:44～11:51:08
⑨11:51:14～11:52:20
⑩11:52:24～11:57:12
⑪11:57:19～11:57:23
⑫13:09:29～13:16:41

２回の障害が発生。ほとんどが数分以内に復帰したため、重大事故とはしない。
①10:35:31～10:35:39
②11:46:09～10:40:32

５回の障害が発生。いずれも数秒以内に復帰したため、重大事故とはしない。
①15:02:38～15:02:46
②17:45:45～17:45:52
③19:28:11～19:28:19
④19:28:51～19:28:59
⑤19:42:36～19:42:44

11分後に一次対応完了しているため、重大事故としない。

重大事故にすべきかペンディング

本線→バイパス切り替わり時と、バイパス→本線切り戻り時にそれぞれ3秒程度の障害が発生。
①18:13:47～18:13:50
②18:45:43～18:14:45

断続的に3回の障害が発生した。
合計1分58秒
①23:05:29～23:05:57
②23:07:34～23:08:21
③23:12:54～23:13:37

断続的に5回の障害が発生した。
合計4分43秒
①20:51:30～20:52:30
②20:52:32～20:53:15
③20:58:59～21:00:59
④21:08:34～21:09:04
⑤21:15:36～21:16:06

2回の障害が発生した。
合計35秒
①25:54:05～25:54:30
②25:54:35～25:54:45

2回の障害が発生した。
合計42秒
①23:15:00～23:15:20
②23:15:20～23:15:42

2回の障害が発生した。
合計54秒
①16:43:07～16:44:31
②16:44:31～16:54:01

①10:10:07～10:10:08
②10:11:54～10:12:02
③10:20:54～10:21:12
④10:21:33～10:21:46
⑤10:22:09～10:23:21
⑤10:24:53～10:25:12
合計2分11秒間無音となる。

2回の障害が発生した。
合計24秒
①13:01:57～13:02:17
②13:02:29～13:02:33

断続的に8回の障害が発生した。
合計9秒
①05:06:56～05:06:57
②05:12:32～05:12:33
③05:29:38～05:29:38
④05:30:44～05:30:45
⑤05:37:03～05:37:04
⑥05:51:05～05:51:06
⑦06:11:20～06:11:21
⑧06:19.29～06:19:31

映像・音声は問題ないため重大事故にはならない。

2回の障害が発生した。
合計5秒
①18:13:47～18:13:50
②18:14:43～18:14:45

2回の障害が発生した。
合計1分29z秒
①6:36:30～6:37:32
②6:48:51～6:49:28

2回の障害が発生した。
合計11時間10分01秒
①21:39:08～1:24:14
②3:03:15～10:28:10

2回の障害が発生した。
合計22秒
①9:36:44～9:36:54
②10:58:01～10:58:13

2回の障害が発生した。
合計11時間10分01秒
①21:39:08～1:24:14
②3:03:15～10:28:10

2回の障害が発生した。
合計11時間10分01秒
①21:39:08～1:24:14
②3:03:15～10:28:10

MIC:
断線したのが送信所への給電線ではなく、送信所の受電設備からアンテナへの電源供給線であるため、空中線系の故障に分類した。

無音にはならなかったため、重大事故とはしない。

スカパー外部の設備で発生した障害のため、重大事故としない。

スカパー外部の設備で発生した障害のため、重大事故としない。

主音声自体は出ていたため、重大事故とはしない。

FMから修正



		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ		都道府県 トドウフケン		メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２６年度上期 ネンドカミキ

																																																								電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ

																DTV																																								事業者が自ら対応（ソフトウエア修正） シュウセイ

																FM																																								事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

																CFM																				設備故障 セツビコショウ																				事業者が自ら対応（その他） タ

																幹 ミキ		C親 オヤ																		自然災害 シゼンサイガイ																				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

																FCM		親 オヤ																		回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） セツビサイキドウ

																R		プ																		停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応（自然復旧） シゼンフッキュウ

																般 ハン		中 チュウ						○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応（系切替） ケイキカ

																MM																						人為的な要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応（ハードウェア修復）

																短 タン																																		番組送出設備						他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		広島 ヒロシマ		FM東広島 ヒガシヒロシマ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/3/14		13:21:00		4/3/14		17:55:00		4:34:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		中継回線設備として使用している光ケーブルについて、工事車両が誤って接触し断線。				中放第12063号 チュウホウダイゴウ		ＦＭ東広島 ヒガシヒロシマ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		光回線ケーブル ヒカリカイセン		電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ		モニタリング作業中、放送停止を認知。通信会社が現地で修復作業を実施。		中放第１２０６４号。中放第１２０６９号。中放第１２０６８号。中放第１２０７３号。中放第１２０７４号。		約79,000 ヤク		単独 タンドク

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		石垣コミュニティエフエム イシガキ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/27/14		19:10:00		4/27/14		22:36:00		3:26:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						沖放第575号 オキホウダイゴウ		FMいしがき				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		IPコーデック		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		モニター中故障検知。現地出向し、予備機と交換。				約20,000 ヤク		単独 タンドク

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティ放送 ズシハヤマホウソウ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/30/14		1:19:22		4/30/14		6:03:48		4:44:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		山頂の送信所の分配増幅器の電源障害 サンチョウソウシンジョブンパイゾウフクキデンゲンショウガイ				関放第3594号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		分配増幅器 ブンパイゾウフクキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		分配増幅器を経由せず、コーデックから送信機に直接接続した。				約80,000 ヤク

				近畿 キンキ		重 ジュウ		大阪 オオサカ		ラヂオきしわだ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/13/14		8:03:09		5/13/14		10:23:56		2:20:47		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害 デンキツウシンジギョウシャカイセンショウガイ		演奏所から送信所までの中継回線であるＮＴＴ回線の伝送ケーブルの切断事故。				近放第102673号 キンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		福井街角放送 フクイマチカドホウソウ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/17/14		4:11:40		5/17/14		10:04:50		5:53:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2163号 リクホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出装置（その他） バングミソウシュツソウチホカ		コンプレッサー／リミッター		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		異常感知後、応急措置にて放送音声を回復させ、そののち当該故障機材を交換した				約54,000 ヤク		単独 タンドク		モニター体制に不備があったため異常の感知が遅くなった

				関東 カントウ		重 ジュウ		群馬 グンマ		ラジオ高崎 タカサキ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/9/14		21:05:00		6/10/14		0:26:00		3:21:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5349号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		コーデック		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		送信所(親局)にてコーデックの故障を確認した後、予備送信所を立ち上げ、送信系統を切り替えた。								故障個所の検出、予備送信所の立ち上げに時間がかかり、放送の復旧に時間を要してしまった。

				関東 カントウ		重累 ジュウルイ		東京 トウキョウ		世田谷サーブス公社 セタガヤコウシャ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/25/14		0:00:00		7/25/14		7:11:06		7:11:06		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第5663号 カンホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		ＵＰＳの故障 コショウ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ						218,191				一度は復旧したが再度UPSの異常が発生した

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		コミュニティエフエムはまなす						CFM		C親 オヤ		7				○		7/26/14		9:06:12		7/26/14		11:17:35		2:11:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		メディアコンバーターの電源アダプター故障 デンゲンコショウ				北放第2659号 ホクホウダイゴウ		いわみざわ公園局 コウエンキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		メディアコンバータの電源アダプタ デンゲン		事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		現地に出向し、予備品と交換 ゲンチシュッコウヨビヒンコウカン				約40,000 ヤク		単独 タンドク

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		一関コミュニティFM放送 イチノセキホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/14		2:49:57		8/4/14		9:25:26		6:35:29		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8559号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		送信所周辺の東北電力の電力トランス		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ						9,430		単独 タンドク

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫 ヒョウゴ		エフエムわいわい						CFM		C親 オヤ		8				○		8/10/14		13:00:00		8/13/14		15:00:00		74:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5833号 キンホウダイゴウ		エフエムわいわい				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ				事業者が自ら対応（ハードウェア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		送信所において送信機出力が停止していること(停波)を確認の後、送信機のチェック、清掃、再起動をおこなったが復旧しなかったため、予備として保管していた送信機（申請手続き未実施）にて放送を再開するため8月13日に申請手続きを行い、無線局検査を受けて同日15時00分00秒に放送を再開。

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		えふえむ花巻 ハナマキ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/23/14		2:32:28		8/23/14		5:29:28		2:57:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第8012号 トウホウダイゴウ		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（電源設備） チュウケイカイセンセツビデンゲンセツビ				事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ				東放第8013号、東放第8104号 トウホウダイゴウトウホウダイゴウ		17,350		単独 タンドク		電源装置のブレーカーが断。悪天候のため、現地出向及び確認作業が遅延し、無停電装置のバッテリーが切れた。

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		エフエム上越						CFM		C親 オヤ		10				○		10/1/14		4:30:55		10/1/14		6:39:23		2:08:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第3199号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(ステレオ変調装置)		送信所に設置されている入力切替装置		事業者が自ら対応(その他)						42,522

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		FMなかしべつ放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/11/14		6:40:00		10/11/14		14:10:00		7:30:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3882号 キタホウダイゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイソウチ		リミッターコンプレッサー		事業者が自ら対応(ハードウェア交換) ジギョウシャミズカタイオウ		事故発覚後、送信所・演奏所の設備点検。リミッターコンプレッサーの故障が判明。当該機器を介さない配線に変更。当該機器発注、後日交換。 ジコハッカクゴソウシンジョエンソウジョセツビテンケンコショウハンメイトウガイキキカイハイセンヘンコウトウガイキキハッチュウゴジツコウカン		計根別中継局　
北放第4418号 ケネベツチュウケイキョクホクホウダイゴウ		約9,600 ヤク				土曜日だったためか、業者等と連絡が取れず原因の発見に時間がかかった。 ドヨウビギョウシャトウレンラクトゲンインハッケンジカン

				関東 カントウ		注 チュウ		茨城 イバラギ		ＦＭだいご						CFM		C親 オヤ		10				○		10/14/14		10:20:00		10/14/14		22:45:00		12:25:00		回線障害		電気通信事業者の回線障害		民家火災によりＮＴＴ回線ケーブルが損傷，放送にノイズが発生				関放第10227号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				他事業者(電気通信事業者)にて対応 ホカジギョウシャデンキツウシンジギョウシャタイオウ		不通になる恐れがあったため，設置業者によりケーブルの交換工事を行った。無音の状態はなかった				286

				東北 トウホク		重 ジュウ		山形 ヤマガタ		山形コミュティ放送						CFM		C親 オヤ		11				○		11/30/14		5:00:00		11/30/14		8:19:17		3:19:17		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合						東方第5687号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)		ＡＰＳ、バックアッププレーヤー（ＳＳ－Ｒ２００）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		自動送出装置のプログラムが停止。
無音検知装置が動作しバックアッププレーヤーが動作したがリピート機能が設定されていなかったため曲が終了して停止。
番組送出装置（ＡＰＳ）にプログラム再転送することにより復旧				約180,000 ヤク		単独

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		富山 トヤマ		ラジオたかおか						CFM		C親 オヤ		12				○		12/22/14		14:55:00		12/22/14		19:55:00		5:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸法第2020号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(電源設備)		避雷器		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。現地に出向し、電源配線を迂回して電源供給を復旧。		陸法2020号。		約58,000				積雪のため現地出向が遅延。

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		福井街角放送						CFM		C親 オヤ		12				○		12/25/14		6:33:30		12/25/14		9:37:32		3:04:02		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸放第２１６３号		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		ターミナルアダプター		事業者が自ら対応(ハードウェア交換)						約54,000		単独 タンドク		原因の特定に時間を要した。

				東北 トウホク		重 ジュウ		岩手 イワテ		宮古エフエム						CFM		C親 オヤ		2				○		2/9/15		10:11:45		2/9/15		20:48:19		10:36:34		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因						東放第8718号		親局 オヤキョク				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(ケーブル)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		エアーモニターで放送中止を確認。現地へ出向し予備送信機の電源リセットし復旧。				18,000				積雪による悪路のため、現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		熊本 クマモト		熊本県民テレビ クマモトケンミン						DTV		親 オヤ		5				○		5/23/14		21:00:00		5/23/14		21:16:00		0:16:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第8880号 キュウホウダイゴウ		熊本局 クマモトキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		フレイムシンクロナイザー		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		異常に気付いた担当者が原因を特定して系統を切り替えた。		プラン九放第8985号。プラン九放第8986号。九放第9115号。九放第9206号。九放第9154号。九放第9153号。九放第9375号。九放第9416号。九放第10039号。九放第10038号。九放第9730号。九放第9376号。九放第10619号。九放第10107号。九放第10108号。九放第9843号。九放第9972号。九放第9165号。九放第9901号。九放第10679号。九放第10302号。九放第9379号。九放第9418号。九放第9511号。九放第10461号。九放第9373号。九放第9732		約1,000,000 ヤク		単独 タンドク		第2音声(英語版)が断となった。　（映像、第1音声(日本語吹き替え)は正常)

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		プ		6				○		6/3/14		6:49:25		6/3/14		9:50:06		3:00:41		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		STL回線でダウンフェージングが発生した事による停波 カイセンハッセイコトテイハ				東放第6737号 トウホウダイゴウ		会津若松 アイヅワカマツ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（空中線系） チュウケイカイセンセツビクウチュウセンケイ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ				東放第7548号、東放第8163号、東放第7080号、東放第7092号、東放第7585号、東放第7086号、東放第8116号、東放第8122号、東放第7074号、東放第8134号、東放第7649号、東放第7626号、東放第7534号、東放第8107号、東放第8273号、東放第8285号

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		プ		6				○		6/4/14		22:00:00		6/5/14		0:30:00		2:30:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害 ホカシゼンサイガイ		フェージングによる回線伝搬異常 カイセンデンパンイジョウ				東放第6780号 ヒガシホウダイゴウ		RAB八戸 ハチノヘ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（その他） チュウケイカイセンセツビホカ		フェージングによる電界変動 デンカイヘンドウ		事業者が自ら対応（自然復旧） ジギョウシャミズカタイオウシゼンフッキュウ		フェージングによる回線伝搬異常のため、措置不能 カイセンデンパンイジョウソチフノウ		東放第7996号、東放第8270号、東放第8244号 ヒガシホウダイゴウトウホウダイゴウトウホウダイゴウ		173,550		共建 キョウケン

				関東 カントウ		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		7				○		7/13/14		4:58:00		7/13/14		7:43:00		2:45:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第12086号 チュウホウダイゴウ		Jモバ周南MMH シュウナン				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ		TS-SW		事業者が自ら対応（設備リセット、再起動） ジギョウシャミズカタイオウセツビサイキドウ		監視装置にて励振装置ＴＳ信号アラーム検知。遠隔制御装置からＴＳ－ＳＷリセットにより復旧。		中放第12088号（JモバOR山口MMH) ヤマグチ		約250000 ヤク		単独 タンドク

				関東 カントウ		重 ジュウ		神奈川 カナガワ		ジャパン・モバイルキャスティング						MM		プ		7				○		7/20/14		20:44:00		7/21/14		0:39:00		3:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電に伴い非常用発電機どうさせず テイデントモナヒジョウヨウハツデンキ				関放第9549号 カンホウダイゴウ		Jモバ横浜MMH ヨコハマ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（電源設備） ホウソウキョクソウシンセツビデンゲンセツビ		非常用発電設備 ヒジョウヨウハツデンセツビ		電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ		監視装置にて商用電源アラーム検知。現地出向により非常用発電機未起動確認。商用電源回復を確認し高圧受電盤再投入により復旧。				約10,000 ヤク		単独 タンドク

				東北 トウホク		注 チュウ		宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/23/14		19:03:00		7/23/14		19:31:00		0:28:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		生放送中に主音声に副音声が混入 ナマホウソウチュウシュオンセイフクオンセイコンニュウ				東放第6663号 トウホウダイゴウ		TBC仙台DTV センダイ				その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		その他の電気通信設備 ホカデンキツウシンセツビ		中継現場音声装置 チュウケイゲンバオンセイソウチ		事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		音声装置の設定を再設定 オンセイソウチセッテイサイセッテイ		東放第6923号、東放第7150号、東放第7156号、東放第7175号、東放第7224号、東放第7254号、放第7520号、東放第7843号、東放第7849号、東放第7855号、東放第7863号、東放第7869号、東放第7881号、東放第7886号、東放第8405号、東放第8436号、東放第8512号、東放第6730号、東放第6914号、東放第6956号、東放第7049号、東放第7144号、東放第7247号、東放第7260号、東放第7506号、東放第7564号、東放第7574号、東放第7705号、東放第7		約940,000 ヤク		共建 キョウケン

				近畿 キンキ		重 ジュウ		京都 キョウト		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ						DTV		親 オヤ		7				○		7/29/14		4:13:00		7/29/14		9:28:01		5:15:01		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン		ユニット修理時に誤った内部設定を行ったため。				近放第100896号 コンホウダイゴウ		NHK京都DG キョウト				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（送信機） ホウソウキョクソウシンセツビソウシンキ		OFDM変調器 ヘンチョウキ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		送信装置予備系に切り替えて回復。点検により内部設定が原因であることから正常設定値に変更。その後、ユニットを交換して措置を完了した。		近放第101598号。近放第101781号。近放第102166号。		約50,000 ヤク		単独 タンドク

				信越 シンエツ		重 ジュウ		長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						R		プ		8				○		8/22/14		2:57:00		8/22/14		8:34:00		5:37:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第25号 シンホウダイゴウ		SBC飯田R イイダ				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備（その他） ホウソウキョクソウシンセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ		伊那Rとの同期放送による干渉を低減するための音声遅延調整装置が故障し、無音放送となった。故障した装置をバイパスして復旧。				95,325		単独 タンドク

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送						DTV		親 オヤ		10				○		10/3/14		20:51:30		10/3/14		21:16:06		0:24:36		その他 ホカ		人為的な要因		運行担当者が、番組延長操作を誤り、グレー画面等を送出。				中放第10500号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		運行担当者が、運行情報の修正等を行い復旧。		中放第１０５００号、中放第１０６８３号、中放第１０６８４号、中放第１０６８５号、中放第１０６８６号、中放第１０６８７号、中放第１０９７９号、中放第１０９７８号、中放第１１０３９号、中放第１１０８６号、中放第１０９３５号、中放第１１０３７号、中放第１１０３８号、中放第１１０８５号、中放第１０９３７号、中放第１０９３６号、中放第１１０８７号、中放第１１０８８号、中放第１１０９０号、中放第１１０４０号、中放第１１３００号、中放第１１３０１号、中放第１１６４７号、中放第１１４４６号、中放第１１５２４号、中放第１１		420,638				演奏所での発生のため、全局に影響した。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		福井 フクイ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/11/14		8:02:05		10/11/14		10:12:48		2:10:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージング				陸放第2231号		大野ＤＧ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		フェージングによる受信レベル品質劣化		事業者が自ら対応(自然復旧)				陸放第2235号。
陸放第2422号。
陸放第2509号。		約24,000		単独 タンドク		断続的に40回、
合計45分55秒間停止。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		福井 フクイ		日本放送協会						DTV		プ		10				○		10/11/14		8:02:05		10/11/14		10:12:48		2:10:43		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージング				陸放第2232号		大野ＤＥ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		フェージングによる受信レベル品質劣化		事業者が自ら対応(自然復旧)				陸放第2236号。
陸放第2423号。
陸放第2510号。		約24,000		単独 タンドク		断続的に5回、
合計1分43秒間停止。

				東北 トウホク		重 ジュウ		秋田 アキタ		秋田放送						R		親 オヤ		11				○		11/8/14		14:37:30		11/8/14		15:01:16		0:23:46		設備故障 セツビコショウ		人為的な要因						東放第16号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(その他)		エマージェンシー回路によって復旧させた。その間に、該当機器を再起動した。		東放第17号、東放第18号、東放第1070号、東放第5518号、東放第7328号		528,243		単独

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		サンテレビ						DTV		親 オヤ		12				○		12/8/14		18:52:00		12/9/14		14:20:00		19:28:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウェア不具合 フグアイ		サーバー再起動によりデータ放送が自動更新できなくなった。				近放第100689号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		データ放送設備 ホウソウセツビ		事業者が自ら対応(ソフトウェア修正(その他))		設定データを規定値に戻すことで復帰。		(プラン）近放第102567号。(プラン）近放第101134号。(プラン）近放第101138号。(プラン）近放第101526号。(プラン）近放第101531号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101087号。(プラン）近放第101575号。(プラン）近放第101580号。(プラン）近放第101669号。(プラン）近放第101675号。(プラン）近放第101701号。(プラン）近放第101838号。(プラン）近放第101448号。(みなしプラン）近放第 101477号。
近放第101540号		約1,950,000		単独

				四国 シコク		重 ジュウ		高知 コウチ		高知放送						DTV		親 オヤ		1				○		1/7/15		8:52:37		1/7/15		9:37:00		0:44:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第4259号		親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置)		ENC/MUX同期信号発生器のENC SGユニット故障		事業者が自ら対応(系切替)		ENC/MUX同期信号発生器のENC_SGを1号機から2号機へ切替えて正常復旧。		下位53局(全局) カイキョクゼンキョク		321,909

				東海 トウカイ		重 ジュウ		三重 ミエ		三重テレビ						DTV		親 オヤ		2				○		2/24/15		6:00:00		2/24/15		6:57:42		0:57:42		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＩＰ伝送装置デコーダの不具合				海放第4393号		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				プラン海放第4537号。
プラン海放第4544号。
プラン海放第4726号。
海放第4727号。
海放第4746号。
海放第4788号。
海放第4816号。
海放第5036号。
海放第5087号。
海放第5147号。
海放第5138号。
海放第5234号。
海放第5236号。		704,607		共建		世帯数は平成22年国勢調査データ セタイスウ

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送						DTV		親 オヤ		3				○		3/2/15		5:06:56		3/2/15		6:19:31		1:12:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		OFDM変調器				近放第100683号 ゴウ		親局 オヤキョク				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替)		マスターにてISDB-T　BERアラームが発生。

3/2 06:24 OFDM変調器を1号系から2号系への切替により不具合が収まった。		近放第101415号。近放第101421号。近放第101629号。近放第101424号。近放第101876号。近放第101939号。近放第101509号。近放第101514号。近放第101519号。近放第102350号。近放第101606号。近放第101712号。近放第101524号。近放第101717号。近放第101814号。近放第101527号。近放第101532号。近放第101135号。近放第101139号。近放第101142号。近放第101751号。近放第102004号。近放第102011号。近放		約7,240,000 ヤク		単独

				東北 トウホク		累 ルイ		福島 フクシマ		テレビユー福島						DTV		プ		3				○		3/4/15		15:02:38		3/4/15		19:42:44		4:40:06		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		反射板の着氷による
ＳＴＬ回線断				東放第6740号		会津若松				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(系切替)		ＩＰバックアップ回線へ切替		東放第7079号、東放第7083号、東放第7095号、東放第7537号、東放第7551号、東放第7588号、東放第7629号、東放第8110号、東放第8119号、東放第8125号、東放第8137号、東放第8166号、東放第8288号、東放第8276号		87,219

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ						DTV		親 オヤ		3				○		3/10/15		10:10:07		3/10/15		10:25:12		0:15:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		副調整室　音声調整装置				近放第100684号 ゴウ		親局 オヤキョク				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(系切替)		音声1,2chのみ断になったため、3,4chを本線にする系統変更をおこなった。		近放第101417号。近放第101420号。近放第101627号。近放第101423号。近放第101877号。近放第101940号。近放第101506号。近放第101511号。近放第101516号。近放第102352号。近放第101608号。近放第101713号。近放第101718号。近放第101521号。近放第101816号。近放第101529号。近放第101534号。近放第101132号。近放第101136号。近放第101144号。近放第101753号。近放第102006号。近放第102012号。近放		約8,600,000 ヤク		単独

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		エフエム石川						FM		親 オヤ		3				○		3/12/15		3:51:16		3/12/15		4:31:34		0:40:18		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		監視・制御回線の避雷ユニットが故障したことにより、制御装置での信号復調時に誤信号となり、PAをオフにする誤動作に繋がった。				陸放第1168号		親局				放送局の送信設備 ホウソウキョクソウシンセツビ		放送局の送信設備(その他)		制御装置		事業者が自ら対応(その他)		送信所へ出向し手動にてPAをオンにして放送を復旧。		陸放第1169号。陸放第1188号。陸放第1189号。陸放第1190号。		393,618		共建

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/1/14		10:57:41		5/1/14		11:17:03		0:19:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(その他)		系統切替器		事業者が自ら対応（系切替）		10:57:41 出力1の障害を確認。
11:17:03 出力1との接続をケーブルで出力2に変更しし復旧。								#571（日テレNEWS24）

				本省 ホンショウ		重 ジュウ				ＢＳ－ＴＢＳ						幹 カン				5				○		5/20/14		20:08:46		5/20/14		20:25:33		0:16:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		放送プログラム信号をTS信号に圧縮符号化するエンコーダ装置の故障により障害発生時間中に受信開始した視聴者に復調できない状況となった。										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（エンコーダー） バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカ		故障していたエンコーダとは別エンコーダ系統に切り替えて復旧LSIを含む回路を交換して復旧								重大事故報告提出（平成26年6月19日）および立ち入り検査実施（平成26年7月17日実施）。故障したエンコーダについては、内部のLSIを含む回路を交換して平成26年7月25日修理完了。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ビーエスＦＯＸ						幹 カン				8				○		8/9/14		0:00:00		8/9/14		4:30:00		4:30:00		その他 ホカ		人為的な要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ				事業者が自ら対応（その他） ジギョウシャミズカタイオウホカ										放送素材準備における人為的なミスにより、放送予定と異なる番組素材を放送。対応として予定変更の旨のお断りテロップを送出。(番組中)その他、12日深夜2時より再放送を実施。ホームページにて再放送予定告知を実施。BS_238ch (FOXスポーツ＆エンターテイメント）

				本省 ホンショウ		注 チュウ				サテライト・サービス						幹 カン				8				○		8/31/14		0:00:00		9/2/14		14:39:00		62:39:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備（その他） バングミソウシュツセツビホカ		SI/EPG送出装置 ソウシュツソウチ		事業者が自ら対応（系切替） ジギョウシャミズカタイオウケイキリカエ		9/2複数の視聴者より特定番組之録画予約ができない連絡あり。SI/EPG送出装置内のデータを書き換え、復旧。								録画予約不可の番組は一つのみ。発生時刻は推定。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				ウェザーニュース						幹 カン				10				○		10/18/14		1:53:00		10/18/14		2:58:00		1:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(基準信号発生装置)				事業者が自ら対応(その他)		基準信号発生装置の交換により対応								1:53　シンクジェネレーターの故障による障害発生。動画部分に映像の乱れを確認。2:04　一次対応として別系統のCG専用番組に映像の切替を行う。2:13　原因の切り分け作業が完了。2:43　根本対応として機器交換を完了。2:58　動画を本放送へと切替を行い通常番組として復旧。

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2				○		2/9/15		12:09:15		2/9/15		14:15:26		2:06:11		自然災害 シゼンサイガイ		他の事業者による要因		大型の暴風雨の通過による米国衛星通信事業者のアンテナ設備の誤作動										中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替)		12:09:15 映像・音声の異常を確認。
14:15:26 バックアップ番組に切替え。								#566（CNNj）

				本省 ホンショウ		注 チュウ				スカパー・エンターテイメント						幹 カン				3				○		3/7/15		18:51:45		3/7/15		19:32:23		0:40:38		回線障害		電気通信事業者の回線障害		光パッチケーブルの差込不十分（現地～KDDI間の光回線）。										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		光MDF(主配電盤)の勘合不良		事業者が自ら対応(その他)		18:51:45 静止画（無音）に切替。19:32:23 予備回線に切替て復旧。								#800（スカチャン0）

																																		0:00:00

																																		0:00:00

																																		0:00:00

																																		0:00:00



①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

MIC:
第二音声のみの障害

主音声自体は出ていたため、重大事故とはしない。

MIC:
異番組送出
編成変更により重大事故とならず

MIC:
EPGのみの事故のため重大事故にならず

断続的に5回の障害が発生した。
合計4分43秒
①20:51:30～20:52:30
②20:52:32～20:53:15
③20:58:59～21:00:59
④21:08:34～21:09:04
⑤21:15:36～21:16:06

断続的に40回
合計45分55秒間停止

断続的に5回、
合計1分43秒間停止。

無音にはならなかったため、重大事故とはしない。

11分後に一次対応完了しているため、重大事故としない。

映像・音声は問題ないため重大事故にはならない。

スカパー外部の設備で発生した障害のため、重大事故としない。

断続的に8回の障害が発生した。
合計9秒
①05:06:56～05:06:57
②05:12:32～05:12:33
③05:29:38～05:29:38
④05:30:44～05:30:45
⑤05:37:03～05:37:04
⑥05:51:05～05:51:06
⑦06:11:20～06:11:21
⑧06:19.29～06:19:31

５回の障害が発生。いずれも数秒以内に復帰したため、重大事故とはしない。
①15:02:38～15:02:46
②17:45:45～17:45:52
③19:28:11～19:28:19
④19:28:51～19:28:59
⑤19:42:36～19:42:44

スカパー外部の設備で発生した障害のため、重大事故としない。

①10:10:07～10:10:08
②10:11:54～10:12:02
③10:20:54～10:21:12
④10:21:33～10:21:46
⑤10:22:09～10:23:21
⑤10:24:53～10:25:12
合計2分11秒間無音となる。

H27年度集計中に誤ってFMとしてカウントされていたのを発見、修正。



		局
No キョク		所管局 ショカンキョク		重大
事故 ジュウダイジコ		都道府県 トドウフケン		メディア		略称 リャクショウ		規模 キボ		局種 キョクシュ		親／プラン
の別 オヤベツ		発生月
(計算用) ハッセイツキケイサンヨウ				集計対象 シュウケイタイショウ		発生日 ハッセイ		発生時間 ハッセイジカン		復旧日 フッキュウヒ		復旧時間 フッキュウジカン		計(計算) ケイケイサン		発生区分 ハッセイクブン		発生原因
(リスト) ハッセイゲンイン		発生原因
(具体的な内容) ハッセイゲンイングタイテキナイヨウ		発生原因
(補足) ハッセイゲンインホソク		故障設備
(免許番号) コショウセツビメンキョバンゴウ		故障設備
(名称、規摸) コショウセツビメイショウタダシモ		故障設備
(大分類) コショウセツビダイブンルイ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(リスト) コショウセツビ		故障設備
(具体的名称) コショウセツビグタイテキメイショウ		措置模様
(リスト) ソチモヨウ		措置模様
(具体的措置模様) ソチモヨウグタイテキソチモヨウ		影響があった下位の放送局 エイキョウカイホウソウキョク		備考
(のべ世帯数) ビコウセタイスウ		備考
(共建・単独) ビコウトモダテタンドク		備考
(注記) ビコウチュウキ

										ここから２５年度上期 ネンドカミキ

																																																								電気事業者が対応 デンキジギョウシャタイオウ

																DTV																																								事業者が自ら対応(ソフトウエア修正) シュウセイ

																FM																																								事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン

																CFM																				設備故障 セツビコショウ																				事業者が自ら対応(その他) タ

																幹 ミキ		C親 オヤ																		自然災害 シゼンサイガイ																				電気通信事業者が対応 デンキツウシンジギョウシャタイオウ

																CFM		親 オヤ																		回線障害 カイセンショウガイ														地球局設備 チキュウキョクセツビ						事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ

																R		プ																		停電 テイデン														その他の電気通信設備 タデンキツウシンセツビ						事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

																般 ハン		中 チュウ						○												その他 タ														中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ						事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

																MM																						人為的要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備						事業者が自ら対応(ハードウェア修復)

																短 タン																																		番組送出設備						他の放送事業者が対応 タホウソウジギョウシャタイオウ

						重 ジュウ				BS FOX						幹 ミキ				4				○		4/1/13		2:30:00		4/1/13		2:59:00		0:29:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		2：30：00 オペレーションミスにより、番組異内容送出発生。2：33：17 「しばらくお待ちください」取り切り映像約51秒間送出。2：34：34　代替フィラー素材を送出。2：59：00 予定されていた放送内容に復帰								BS第８２号　(FOX bs238)オートメーションシステム上、最低再生秒数5秒を下回る送出予定がオペレーションミスにより作成されたことが本件の直接的な原因であり、運用上の再発予防策として、事前のダブルチェック体制を実施済み。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4				○		4/5/13		10:34:10		4/5/13		10:46:04		0:11:54		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		ビデオサーバーの不具合										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										#631 ザ・シネマHD

										ザ・シネマ						般 ハン				4						4/5/13		10:34:10		4/5/13		10:46:04		0:11:54		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		ビデオサーバーの不具合										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4						4/5/13		10:49:13		4/5/13		11:00:00		0:10:47		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		ビデオサーバーの不具合										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)										#660 ファミリー劇場HD

										ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				4						4/5/13		10:49:13		4/5/13		11:00:00		0:10:47		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		ビデオサーバーの不具合										番組送出設備		番組送出設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)

				関東 カントウ		累 ルイ		東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○		4/6/13		0:00:00		4/6/13		0:11:41		0:11:41		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				関放第5762号		大江戸放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		衛星放送用アンテナ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて故障検知。現地出向中に自然復旧。				約2万世帯。単独。				一時的な集中豪雨により衛星放送の音声を受信できず無音状態に。

						累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				4				○		4/6/13		0:00:00		4/6/13		0:44:37		0:44:37		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				四国 シコク		注 チュウ		香川 カガワ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		4				○		4/6/13		5:56:30		4/6/13		6:41:55		0:45:25		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						四放第4245号		RNC高松ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送局　親局他				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組内の確定ﾀｲﾑｲﾍﾞﾝﾄ（5:56:00）を(6:56:00)と誤って入力していたため、APCが動作せずローカルＣＭ等が放送されなかった。		事業者が自ら対応(その他)		マスターにて、手動にて復旧作業を実施した。その間、視認監視により「ちょい待ち」等で対応した。						1,031,660世帯(岡山県、香川県)		（合計時間　9分45秒）

				中国 チュウゴク		注 チュウ		香川 カガワ		西日本放送 ニシニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		4						4/6/13		5:56:30		4/6/13		6:41:55		0:45:25		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						四放第4245号		RNC高松ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送局　親局他				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組内の確定ﾀｲﾑｲﾍﾞﾝﾄ（5:56:00）を(6:56:00)と誤って入力していたため、APCが動作せずローカルＣＭ等が放送されなかった。		事業者が自ら対応(その他)		マスターにて、手動にて復旧作業を実施した。その間、視認監視により「ちょい待ち」等で対応した。						1,031,660世帯(岡山県、香川県)		（合計時間　9分45秒）

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		22:08:30		4/6/13		22:27:36		0:19:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		22:53:03		4/6/13		22:55:45		0:02:42		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		22:56:48		4/6/13		22:58:21		0:01:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		23:13:12		4/6/13		23:14:06		0:00:54		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		23:22:03		4/6/13		23:40:10		0:18:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		23:44:04		4/6/13		23:45:49		0:01:45		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				関東 カントウ		累 ルイ		東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		4						4/6/13		23:53:14		4/7/13		0:01:02		0:07:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				関放第5762号		大江戸放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		衛星放送用アンテナ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて故障検知。現地出向中に自然復旧。				約2万世帯。単独。				一時的な集中豪雨により衛星放送の音声を受信できず無音状態に。

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				4						4/6/13		23:54:25		4/6/13		23:54:55		0:00:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4				○		4/6/13		0:00:00		4/6/13		0:00:24		0:00:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										H.264 全チャンネル

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4						4/6/13		23:58:30		4/6/13		23:58:43		0:00:13		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										H.264 全チャンネル

										日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				4						4/6/13		23:58:30		4/6/13		23:58:43		0:00:13		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

										AXNジャパン						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ミステリチャンネル						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										リーレ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ソネットエンターテインメント						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										デジタルアドベンチャー						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アニマックス						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										釣りビジョン ツ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ダイコク電機 デンキ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										エムオンエンターテインメント						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										GOODSPEED　総合行政出版 ソウゴウギョウセイシュッパン						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										フジテレビ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジャムティービー						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ザ・シネマ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イマックビーシー						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										大富 オオトミ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

										ウォルトディズニージャパン						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

										日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				4						4/7/13		0:50:24		4/7/13		0:50:35		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

				関東 カントウ		累 ルイ		東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		4						4/7/13		0:53:57		4/7/13		0:57:50		0:03:53		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				関放第5762号		大江戸放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		衛星放送用アンテナ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて故障検知。現地出向中に自然復旧。				約2万世帯。単独。				一時的な集中豪雨により衛星放送の音声を受信できず無音状態に。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		4				○		4/7/13		10:02:59		4/7/13		10:03:07		0:00:08		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第6666号		KHB仙台DTV				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				DTV45局（別紙参照）		約95万世帯に影響

										日活 ニッカツ						般 ハン				4				○		4/7/13		22:01:51		4/7/13		22:02:02		0:00:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		22:01:51 エンコーダ故障が発生
22:02:02 エンコーダを予備系統へ切替え、復旧								#901 レインボーチャンネル

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		4				○		4/7/13		22:56:59		4/8/13		3:48:01		4:51:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4081号		喜茂別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4098号		1148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/7/13		22:56:59		4/8/13		3:48:01		4:51:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4079  号		喜茂別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4100 号。		1148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/7/13		22:56:59		4/8/13		3:48:01		4:51:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０８２号		喜茂別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４０９９号		1148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		4						4/7/13		22:56:59		4/8/13		3:48:01		4:51:02		停電 テイデン		停電 テイデン								喜茂別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4098号		1148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		4						4/7/13		22:56:59		4/8/13		3:48:01		4:51:02		停電 テイデン		停電 テイデン								喜茂別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4098号		1148世帯。共建。				故障した設備は無し。

										囲碁・将棋チャンネル イゴショウギ						般 ハン				4				○		4/7/13		22:58:58		4/7/13		22:59:09		0:00:11		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		22:58:58 作業中誤ってエンコーダをOFF
22:59:09 エンコーダを予備系統へ切替え、復旧								#320 囲碁・将棋チャンネル

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		4				○		4/9/13		0:00:00		4/9/13		0:01:06		0:01:06		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		4						4/9/13		3:31:02		4/9/13		3:31:24		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		4				○		4/9/13		16:19:12		4/9/13		16:19:22		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第55号		松前R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数6619。単独。						故障した設備は無し。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		4						4/10/13		3:31:02		4/10/13		3:31:24		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		4						4/11/13		3:31:02		4/11/13		3:31:24		0:00:22		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエムたじま						CFM		C親 オヤ		4				○		4/11/13		17:28:55		4/11/13		18:55:55		1:27:00		その他 タ		その他 タ		遠隔制御監視装置へのノイズ混入ため。				近放第100584号		エフエムたじま。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備（その他） タ		遠隔制御監視装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ						29,741世帯。単独。				現在、遠隔制御監視装置による放送休止機能を無効にしている。

				東北 トウホク		累 ルイ		青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		親 オヤ		4				○		4/14/13		0:00:00		4/14/13		0:05:48		0:05:48		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第13号		JOGRあおもりほうそう。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		２号送信機にて放送中、サージプロテクト動作が頻発し減力運転(44%)となった。その後、送信機停止動作が作動し、１号送信機に切り替わった。その際、演奏所よりマスタ－勤務者が送信機異常リセット釦を押下し、２号送信機の異常をリセット。１号送信機においても、サージプロテクト動作が頻発し減力運転となった。その後、送信機停止動作が作動し、２号送信機に切り替わり正常運用となった。				612,968世帯。単独。				送信機保護による減力動作。
放送中止には至らず。

				東北 トウホク		累 ルイ		青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		親 オヤ		4						4/14/13		12:07:35		4/14/13		12:09:40		0:02:05		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第13号		JOGRあおもりほうそう。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		２号送信機にて放送中、サージプロテクト動作が頻発し減力運転(44%)となった。その後、送信機停止動作が作動し、１号送信機に切り替わった。その際、演奏所よりマスタ－勤務者が送信機異常リセット釦を押下し、２号送信機の異常をリセット。１号送信機においても、サージプロテクト動作が頻発し減力運転となった。その後、送信機停止動作が作動し、２号送信機に切り替わり正常運用となった。				612,968世帯。単独。				送信機保護による減力動作。
放送中止には至らず。

				東北 トウホク		累 ルイ		青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		親 オヤ		4						4/14/13		12:13:41		4/14/13		12:17:24		0:03:43		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第13号		JOGRあおもりほうそう。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		２号送信機にて放送中、サージプロテクト動作が頻発し減力運転(44%)となった。その後、送信機停止動作が作動し、１号送信機に切り替わった。その際、演奏所よりマスタ－勤務者が送信機異常リセット釦を押下し、２号送信機の異常をリセット。１号送信機においても、サージプロテクト動作が頻発し減力運転となった。その後、送信機停止動作が作動し、２号送信機に切り替わり正常運用となった。				612,968世帯。単独。				送信機保護による減力動作。
放送中止には至らず。

		注 チュウ		九州 キュウシュウ		重 ジュウ		福岡 フクオカ		東九州コミュニティ放送 ヒガシキュウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/14/13		17:16:10		4/15/13		8:16:00		8:45:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ		←放送休止時間を引く ホウソウキュウシジカンヒ				九放第8678号		スターコーンFM　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				電気通信事業者が対応						35,881世帯　単独				4/15 00:00:00～06:00:00まで放送休止時間

		注 チュウ		九州 キュウシュウ		重 ジュウ		福岡 フクオカ		東九州コミュニティ放送 ヒガシキュウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		4						4/14/13		17:16:10		4/15/13		8:16:00		14:59:50		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						九放第8678号		スターコーンFM　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				電気通信事業者が対応						35,881世帯　単独				4/15 00:00:00～06:00:00まで放送休止時間

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		4						4/15/13		4:35:34		4/15/13		4:35:35		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		福井エフエム放送 フクイホウソウ						FM		中 チュウ		4				○		4/16/13		13:06:00		4/16/13		13:41:00		0:35:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第680号		高浜局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視警報装置より｢停波｣｢出力検知｣の異常発報があり出向。局舎保管の予備ユニットに交換し復旧。				3918世帯		単独 タンドク

										プロデュースオンデマンド						般 ハン				4				○		4/17/13		10:41:45		4/17/13		10:44:19		0:02:34		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ケーブル										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		作業立会いをしていた社員が放送モニターで異常に気づきケーブルを戻し復旧								Ch.217　セレクトショッピング

						注 チュウ				GAORA						幹 ミキ				4				○		4/17/13		17:58:15		4/17/13		17:58:45		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		一部地域の緊急地震速報が送出されなかった為、ソフトウェアの設定内容を修正								平成25年4月17日（水）、一報として衛星・地域放送課へ報告。平成25年5月21日（火）、重大事故報告書を提出

						注 チュウ				ＩＭＡＧＩＣＡティーヴィ						幹 ミキ				4						4/17/13		17:58:15		4/18/13		4:02:00		10:03:45		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		一部地域の緊急地震速報が送出されなかった為、ソフトウェアの設定内容を修正								平成25年4月17日（水）、一報として衛星・地域放送課へ報告。平成25年5月21日（火）、重大事故報告書を提出

						注 チュウ				シーエスワンテン						幹 ミキ				4						4/17/13		17:58:15		4/17/13		17:58:45		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		一部地域の緊急地震速報が送出されなかった為、ソフトウェアの設定内容を修正								平成25年4月17日（水）、一報として衛星・地域放送課へ報告。平成25年5月21日（火）、重大事故報告書を提出

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						幹 ミキ				4						4/17/13		17:58:15		4/17/13		17:58:45		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		一部地域の緊急地震速報が送出されなかった為、ソフトウェアの設定内容を修正								BS日本映画専門チャンネル、CS時代劇専門チャンネル ニホンエイガセンモンジダイゲキセンモン

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4				○		4/18/13		2:07:14		4/18/13		2:08:21		0:01:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		フレームシンクロナイザ										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		2:07:14 音声無音を認知
2:08:21 フレームシンクロナイザを予備系統へ切替え								#525 ＱＶＣ（キュー・ヴィー・シー）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		エフエム会津 アイヅ						CFM		C親 オヤ		4				○		4/21/13		7:29:10		4/21/13		7:58:22		0:29:12		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第6002号						中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		別音源により音楽を流し、パラボラアンテナの雪を排除した								バックアップ音源の点検、交換を行い自動で切り替わるようにしました

				関東 カントウ				群馬 グンマ		まえばしシティエフエム						CFM		C親 オヤ		4				○		4/21/13		15:00:00		4/21/13		15:05:20		0:05:20		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		自動送出プログラムミスによる無音				関放第9456号		まえばしCITYエフエム				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		プログラムの訂正

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				4				○		4/24/13		4:38:58		4/24/13		4:39:15		0:00:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		4:38:58 音声にノイズを認知
4:39:15 エンコーダを予備系統へ切替え								#583 スカチャン3

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		テレビ山口 ヤマグチ						DTV		プ		4				○		4/24/13		6:00:00		4/24/13		15:06:00		9:06:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		アース接続端子が設計と異なるガスバーナーによる凸凹状の孔加工だったため、応力の集中によりき裂が発生・進行し、疲労破断に至った。				中放第10704号		柳井局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（空中線系) クウチュウセンケイ		アンテナ取付柱		事業者が自ら対応(その他) タ		臨機の措置による非常用リングアンテナで放送開始		中放第11615号　沖浦局
中放第11655号　勝間局		放送対象区域内ののべ世帯数　３１，８４６世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						R		中 チュウ		4				○		4/26/13		12:35:00		4/26/13		12:46:00		0:11:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		メイン回線が信号断となり、予備回線にて運用中のところ、現地にて予備回線復旧作業中に予備回線も断となり無変調となる。				沖放第528号		石垣R（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備（その他） タ		人為的な誤操作等によるもので設備の故障はない。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		現地にて予備回線を手動接続し復旧 フッキュウ		沖放第529。沖放第530。		約150万世帯				19,640世帯。共建。石垣R　18,616世帯。共建。祖納R　 　222世帯。共建。与那国R   802世帯。共建。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		VICS福井 フクイ						FCM		中 チュウ		4						4/26/13		15:21:43		4/26/13		17:09:14		1:47:31		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						陸放第2170号		VICS美浜。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）		電源ブレーカのトリップ		他の放送事業者が対応		NHKの監視装置にて故障検知。NHKが出向し電源ブレーカをONにして復旧				6081世帯。単独。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		ＮＨＫ						FM		中 チュウ		4				○		4/26/13		15:21:43		4/26/13		17:09:14		1:47:31		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		電源ブレーカのトリップ				陸放第143号		VICS美浜。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）		電源ブレーカのトリップ		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		監視装置にて故障検知。出向し電源ブレーカをＯＮにして回復。				6081世帯。単独。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		親 オヤ		4				○		4/26/13		19:50:50		4/26/13		19:51:46		0:00:56		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						東放第６６６５号		仙台ＤＴＶ   親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		送出管理装置で次イベントにより復旧		東放第6727号。東放第6916号。東放第6925号。東放第6959号。東放第7051号。東放第7146号。東放第7158号。東放第7152号。東放第7177号。東放第7226号。東放第7249号。東放第7262号。東放第7256号。東放第7508号。東放第7522号。東放第7577号。東放第7571号。東放第7718号。東放第7616号。東放第7707号。東放第8407号。東放第8438号。東放第7691号。東放第7821号。東放第7845号。東放第7851号。東放第7827号。東放第7839号。東放第		約1,017,996世帯。単独。

				沖縄 オキナワ		注 チュウ		沖縄 オキナワ		石垣コミュニティエフエム イシガキ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/1/13		5:43:00		5/4/13		18:00:00		84:17:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						沖放第５７５号		FMいしがき 親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		電気通信事業者による回線工事対応				21,968世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5				○		5/1/13		8:32:39		5/1/13		8:36:38		0:03:59		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/1/13		8:32:39		5/1/13		8:36:38		0:03:59		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/1/13		8:32:39		5/1/13		8:36:38		0:03:59		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/1/13		8:32:39		5/1/13		8:36:38		0:03:59		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		親 オヤ		5				○		5/3/13		4:01:58		5/3/13		4:02:15		0:00:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ｽｸﾗﾝﾌﾞﾗ、TS切替装置の不具合により放送ＴＳ信号断				陸放第２１９９号		ＴＵＴ富山ＤＴＶ				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		TS無瞬断切替装置		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		番組送出装置を現用装置より予備系装置に切替、復旧。		プラン陸放第2223号。
陸放第2228号。
陸放第2287号。
陸放第2288号。
陸放第2293号。
陸放第2342号。
陸放第2347号。
陸放第2368号。
陸放第2373号。		約3万世帯。単独。				影響世帯
約３８万世帯。単独。

※当初、ｽｸﾗﾝﾌﾞﾗ（暗号化装置）の障害と判断。
詳細解析の結果、TS無瞬断切替装置が原因。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエムやつしろ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/4/13		10:10:35		5/4/13		11:15:10		1:04:35		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						九放第8496号		FMやつしろ　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APMパソコンによるフリーズ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		パソコン再起動により復旧				85000世帯。　単独。

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/5/13		18:12:15		5/6/13		6:17:22		12:05:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4170号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		CS受信機		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		上記受信機が故障し音声断となる。無音検知機能によりCD音源が再生されるも、リピート機能が設定されていなかったので長時間の無音となった。				約28万世帯

										GAORA						幹 ミキ				5				○		5/6/13		0:00:00		5/6/13		0:36:00		0:36:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替)		自動番組送出装置の
処理不具合により、
生字幕送出制御不能
となる。別系統切替にて一次復旧								ソフトウェア改修作業を実施
平成25年7月1日付けメールにて対策完了報告

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/6/13		0:00:00		5/6/13		0:36:00		0:36:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		0:00:00 自動番組送出設備の処理不具合により、生字幕送出制御不能となる
0:36:00 別系統切替にて一次復旧								#602 GAORA SPORTS
ソフトウェア改修作業を実施

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		中 チュウ		5						5/6/13		11:06:53		5/6/13		11:07:03		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第２５６４号		釧路超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				約９１４６８世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		5				○		5/6/13		11:06:53		5/6/13		11:07:03		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん事故停電
（送電線へのカラス営巣による）				北放第２２４１号		釧路FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		91,468/共建						故障した設備は無し

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5						5/6/13		15:59:52		5/6/13		15:59:53		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に鳥の糞が入り、スパークした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5						5/6/13		17:31:35		5/6/13		17:31:36		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5						5/6/13		17:35:25		5/6/13		17:35:26		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		5						5/6/13		17:36:42		5/6/13		17:36:43		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		親 オヤ		5				○		5/9/13		18:43:17		5/9/13		18:43:36		0:00:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＴＳ切替装置の不具合により放送ＴＳ信号断				陸放第２１９９号		ＴＵＴ富山ＤＴＶ				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		TS無瞬断切替装置		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		番組送出装置系切替（TS信号無瞬断切替装置：TSｽﾌﾟﾗｲｻ）装置故障のため、同装置を迂回。
障害装置を予備装置と入替え		プラン陸放第2223号。
陸放第2228号。
陸放第2287号。
陸放第2288号。
陸放第2293号。
陸放第2342号。
陸放第2347号。
陸放第2368号。
陸放第2373号。		影響世帯
約３８万世帯。単独。

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		中崎電子工業 ナカサキデンシコウギョウ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/11/13		11:30:00		5/11/13		11:37:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第11215号		かごしまＦＭ７８６　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他) タ		演奏設備の一部がＵＰＳ未接続であり停波。該当装置をＵＰＳ接続し復旧。				101,280世帯　単独				苦情件数無し

										つくばテレビ						般 ハン				5				○		5/12/13		0:00:00		5/12/13		0:42:00		0:42:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		送出プログラムにスケジュールを登録

										つくばテレビ						般 ハン				5				○		5/12/13		1:19:00		5/12/13		2:00:00		0:41:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		再送出を試みるも失敗、番組切替のタイミングで自然復旧								素材起因のブラックアウト

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		ラジオ関西 カンサイ						R		親 オヤ		5				○		5/12/13		16:00:02		5/12/13		16:00:15		0:00:13		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						近放第29号		JOCRラジオかんさい。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		編成担当者のデータ入力ミスによる無音を検知し、バックアップ機構から別音源送出。その後、番組送出設備から番組を送出。		近放第5627号		10,407,095世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5				○		5/14/13		0:00:00		5/14/13		0:01:15		0:01:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		日本テレビ放送網 ニホンホウソウモウ						DTV		プ		5				○		5/14/13		1:30:00		5/14/13		8:06:00		6:36:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第8401号		新島DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		OFDM変調器の不具合。受信できない信号での放送となっていた。遠隔制御にて系統切替で復旧。		関放第8537号（八丈中継局）、関放第8781号（新島本村中継局）、関放第9248号（波浮中継局）、関放第9227号（八丈末吉中継局）、関放第9219号（八丈洞輪沢中継局）		影響世帯数10,898世帯　共建局

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5						5/14/13		6:15:00		5/14/13		6:15:15		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5						5/14/13		7:30:00		5/14/13		7:30:15		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5						5/14/13		7:35:00		5/14/13		7:35:15		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5						5/14/13		7:40:00		5/14/13		7:40:15		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		島根 シマネ		エフエム山陰 サンイン						FM		親 オヤ		5						5/14/13		7:50:00		5/14/13		7:50:15		0:00:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第2953号		松江局　親局				番組送出設備		番組送出設備		番組送出用サーバー		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		１５秒間無音。無音検知後は穴埋素材を送出。サーバーの再起動により復旧。		中放第2954号、中放第2955号、中放第3521号、中放第4144号、中放第4145号、中放第10004号、中放第10302号、中放第10303号、中放第10304号、		約406,028世帯

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民ＦＭ シミン						CFM		C親 オヤ		5				○		5/14/13		16:02:40		5/14/13		16:03:57		0:01:17		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		APSﾃﾞｰﾀの登録ﾐｽ				東放第6004号						中継回線設備		中継回線設備(その他)		手動で通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに修正		事業者が自ら対応(その他)		手動で通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに修正		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				5				○		5/14/13		21:15:00		5/14/13		21:21:02		0:06:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		フレームシンクロナイザ										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		21:15:00 5.1chサラウンド音声の一部に遅延を認知
21:21:02 フレームシンクロナイザを予備系統へ切替え								#627 スターチャンネル３

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエムわいわい						CFM		C親 オヤ		5				○		5/14/13		21:44:00		5/14/13		22:04:00		0:20:00		その他 タ		その他 タ		放送素材（録音）の編集不良。				近放第５８３３号		エフエムわぃわぃ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		編集用パソコン。		事業者が自ら対応(その他)		当番スタッフが録音素材を再編集後に放送データを差し換えて対応した。				81,177世帯。単独　

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FM		親 オヤ		5				○		5/15/13		5:54:00		5/15/13		5:59:28		0:05:28		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						九放第5719号		大分FM 親局				番組送出設備		番組送出設備		多装填テープ再生装置に放送素材が正しくスタンバイされていなかった。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		5:59:28にAPS（番組送出装置）が次イベント（ＣＭ）を発効したことにより復旧。		九放第5869号(玖珠FM)
九放第5870号(日田FM)
九放第5871号(佐伯FM)
九放第5872号(津久見FM)
九放第5873号(中津FM)
九放第8511号(竹田FM)		単独
影響世帯数:410,464世帯				前日(5/14)、5:54:00から放送予定のテープ素材を多装填テープ再生装置(ATR)に正しくセットしていなかったため、ATRに2系統備えてある再生装置のうち、テープがスタンバイされていない系統を放送素材として選択してしまい、無音となった。

										ミュージックバード						般 ハン				5				○		5/16/13		17:52:29		5/16/13		17:58:20		0:05:51		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北陸 ホクリク		累 ルイ		富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		中 チュウ		5				○		5/18/13		0:00:00		5/18/13		0:10:05		0:10:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用系　送信機故障				陸放第２３７３号		ＴＵＴ宇奈月大原ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		送信機現用系機器障害
により停波
※①は自然復帰。
　②は系切替により復旧				影響世帯
430世帯。共建。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		親 オヤ		5				○		5/18/13		11:28:21		5/18/13		11:29:00		0:00:39		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6702号		IBC盛岡DTV局　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		TSスプライサ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧。放送終了後に当該機器の電源リセットを実施、代替機を手配。代替機が届くまでは当該機器バイパスにて対応。				578,769世帯。単独。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		中 チュウ		5						5/18/13		14:54:14		5/18/13		14:56:02		0:01:48		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用系　送信機故障				陸放第２３７３号		ＴＵＴ宇奈月大原ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		送信機現用系機器障害
により停波
※①は自然復帰。
　②は系切替により復旧				影響世帯
430世帯。共建。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		中 チュウ		5						5/18/13		15:16:03		5/18/13		15:24:20		0:08:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		現用系　送信機故障				陸放第２３７３号		ＴＵＴ宇奈月大原ＤＴＶ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		送信機現用系機器障害
により停波
※①は自然復帰。
　②は系切替により復旧				影響世帯
430世帯。共建。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		5				○		5/19/13		22:03:06		5/19/13		22:03:30		0:00:24		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		担当アナウンサーのカフの上げ忘れ。				近放第27号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		カフを上げて復旧した。		近放第100120号。		約1,174万世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5				○		5/21/13		0:00:00		5/21/13		0:00:42		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1706号		STV稚内放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約3万世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5						5/21/13		4:09:51		5/21/13		4:09:58		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号		STV遠別放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約2万世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		5				○		5/21/13		4:09:51		5/21/13		4:09:58		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				約2万1千560世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5						5/21/13		7:06:44		5/21/13		7:07:05		0:00:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1706号		STV稚内放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約3万世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5						5/21/13		8:44:46		5/21/13		8:45:07		0:00:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1706号		STV稚内放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約3万世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5				○		5/21/13		12:39:29		5/21/13		13:15:12		0:35:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4422号		庶野DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				441世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/21/13		12:39:29		5/21/13		13:15:12		0:35:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4426  号		庶野DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				441世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/21/13		12:39:29		5/21/13		13:15:12		0:35:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４４２４号		庶野DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				441世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/21/13		12:39:29		5/21/13		13:15:12		0:35:43		停電 テイデン		停電 テイデン								庶野DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				441世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		5						5/21/13		12:39:29		5/21/13		13:15:12		0:35:43		停電 テイデン		停電 テイデン								庶野DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				441世帯。民共。				故障した設備は無し。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		岐阜放送 ギフホウソウ						DTV		プ		5						5/22/13		7:14:51		5/22/13		7:15:02		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4701号		GBS高山DTV　プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約29000世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		岐阜放送 ギフホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/22/13		7:14:51		5/22/13		7:15:02		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4790号		GBS下呂DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約6400世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		岐阜放送 ギフホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/22/13		7:14:51		5/22/13		7:15:02		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4917号		GBS流葉DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				海放第4919号
GBS神岡DTV		約4000世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		NHK（DG）						DTV		プ		5						5/22/13		7:14:56		5/22/13		7:15:10		0:00:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4702号		ＮＨＫ高山ＤＧ、プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約29000世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		NHK（DG）						DTV		中 チュウ		5				○		5/22/13		7:14:56		5/22/13		7:15:10		0:00:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4784号		ＮＨＫ下呂ＤＧ、その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約6400世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ		注 チュウ		岐阜 ギフ		NHK（DG）						DTV		中 チュウ		5						5/22/13		7:14:56		5/22/13		7:15:10		0:00:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		上位の固定局間においてフェージングによる受信レベルの低下（水晶山FX－船山FX）				海放第4786号		ＮＨＫ神岡流葉ＤＧ、その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				海放第4936号		約4000世帯。共建。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		名古屋テレビ ナゴヤ						DTV		中 チュウ		5				○		5/24/13		0:00:00		5/24/13		0:12:52		0:12:52		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4554号		田原局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局の送信設備		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		「NBNほんぐうテレビ」TTL送信において　現用系の周波数ずれが発生、約10kHz程度の軽微な変動であったため、予備系には切り替わらなかった。しかし、受信側の「田原局」では引き込み範囲外になり停波となった。「NBNほんぐうテレビ」の送信系統の切替で復旧した。
その後、直接の原因となった「NBNほんぐうテレビ」の不具合送信機のPLL基板を交換・修理した。		海放第5327号		約39,800世帯。共建。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		名古屋テレビ ナゴヤ						DTV		中 チュウ		5						5/24/13		18:22:00		5/24/13		18:30:27		0:08:27		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4554号		田原局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局の送信設備		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		「NBNほんぐうテレビ」TTL送信において　現用系の周波数ずれが発生、約10kHz程度の軽微な変動であったため、予備系には切り替わらなかった。しかし、受信側の「田原局」では引き込み範囲外になり停波となった。「NBNほんぐうテレビ」の送信系統の切替で復旧した。
その後、直接の原因となった「NBNほんぐうテレビ」の不具合送信機のPLL基板を交換・修理した。		海放第5327号		約39,800世帯。共建。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		名古屋テレビ ナゴヤ						DTV		中 チュウ		5						5/24/13		18:42:44		5/24/13		18:47:09		0:04:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4554号		田原局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		上位局の送信設備		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		「NBNほんぐうテレビ」TTL送信において　現用系の周波数ずれが発生、約10kHz程度の軽微な変動であったため、予備系には切り替わらなかった。しかし、受信側の「田原局」では引き込み範囲外になり停波となった。「NBNほんぐうテレビ」の送信系統の切替で復旧した。
その後、直接の原因となった「NBNほんぐうテレビ」の不具合送信機のPLL基板を交換・修理した。		海放第5327号		約39,800世帯。共建。

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		エフエムとうみ						CFM		C親 オヤ		5				○		5/26/13		7:00:00		5/26/13		8:05:00		1:05:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						信放第3890号		エフエムとうみ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		担当パーソナリティ出勤せず		事業者が自ら対応(その他)		リスナーから別社員の携帯に電話があり発覚。担当パーソナリティ8時出勤。8時5分放送開始				約11000世帯。単独。				各パーソナリティに注意喚起。出勤体制、自動送出装置について検討。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		ＮＨＫ（ＤＥ）						DTV		中 チュウ		5				○		5/27/13		5:29:30		5/27/13		13:00:00		7:30:30		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						信放第３６１８号		糸魚川早川ＤＥ				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(系切替)

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		親 オヤ		5				○		5/27/13		19:00:00		5/27/13		19:01:14		0:01:14		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		APS（自動送出プログラム装置）データ入力ミスによるもの。				沖放第557号		RBC那覇DTV（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		データ入力ミスによるもので設備に故障はない		事業者が自ら対応(その他)		・番組開始よりワンセグのみ映像：黒味、音声：無音。
・APSデータ入力ミスによるもので送出監視卓にて手動切替し復旧。		沖放第587。沖放第590。沖放第593。
　沖放第603。沖放第606。沖放第607。
　沖放第622。沖放第624。沖放第631。
　沖放第632。沖放第637。沖放第638。
　沖放第642。沖放第656。沖放第660。
　沖放第661。沖放第674。沖放第675。
　沖放第680。沖放第690。沖放第691。
　沖放第692。沖放第706。沖放第707。
　沖放第714。沖放第728。沖放第730。
　沖放第732。沖放第725。沖放第751。
　沖放第752。		15200世帯　単独		488,368世帯。単独。		12セグは正常に送出されており、１分14秒間ワンセグは、黒味・無音（全画面ブラック）。
ワンセグデータ放送は正常。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		あいテレビ						DTV		親 オヤ		5				○		5/28/13		3:00:00		5/28/13		3:03:00		0:03:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		第２演奏所における誤操作による事故				四放第4231号		松山ＤＴＶ。親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		ＣＡＴＶ用チューナー　チューナーの誤操作に起因するもので当社設備に故障はない。		事業者が自ら対応(その他)		弊社では衛星放送スカパーを経由してニュースバードを送出している。この日はスカパーのメンテナンスによる休止日だったが、社内へ連絡が行き届いておらず担当者は故障と判断した。その後、緊急避難的にＣＡＴＶのニュースバード映像を送出しようとしたがチューナーの誤操作によりチャンネルが変わり別番組が送出された。３分後に番組が別のものと気付きチャンネルを変更して復旧させた。								約577,800世帯。全中継局共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5				○		5/28/13		11:20:39		5/28/13		13:30:00		2:09:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3964号		佐呂間DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4206号		1687世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/28/13		11:20:39		5/28/13		13:30:00		2:09:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3967  号		佐呂間DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4208 号。		1687世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/28/13		11:20:39		5/28/13		13:30:00		2:09:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０２１号		佐呂間DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４２０７号		1687世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/28/13		11:20:39		5/28/13		13:30:00		2:09:21		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4206号		1687世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5				○		5/29/13		0:00:00		5/29/13		0:01:25		0:01:25		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:10:10		5/29/13		12:10:52		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:10:10		5/29/13		12:10:52		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4681  号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:10:10		5/29/13		12:10:52		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０７５号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:10:10		5/29/13		12:10:52		0:00:42		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:11:35		5/29/13		12:12:18		0:00:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:11:35		5/29/13		12:12:18		0:00:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4681  号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:11:35		5/29/13		12:12:18		0:00:43		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０７５号		佐呂間知来DTV局 その他局		事故報告書の受理をもって決了とする。 ジコホウコクショジュリケツ		放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		5						5/29/13		12:11:35		5/29/13		12:12:18		0:00:43		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		5				○		5/30/13		4:36:27		5/30/13		4:36:48		0:00:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1706号		STV稚内放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約3万世帯。単独。				故障した設備は無し。

										競馬・農林水産情報衛星通信機構						幹 ミキ				6				○		6/1/13		13:31:00		6/1/13		13:31:01		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		動画ファイル										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										ＢＳ第７９号 映像がフリーズ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/2/13		12:40:49		6/2/13		12:55:29		0:14:40		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第 3686 号		親局　本社演奏所				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		演奏所の時刻情報の欠落により演奏所の自動運行が停止。手動運行に切替対応。時刻情報不具合は自然復旧。自動運行に切り戻し中断を回復した。		プラン  北放第 3786 号。プラン  北放第 3788 号。プラン  北放第 3790 号。プラン  北放第 3791 号。プラン  北放第 3789 号。プラン  北放第 3787 号。  北放第 3850 号。  北放第 3842 号。  北放第 4168 号。  北放第 3843 号。  北放第 3931 号。  北放第 4389 号。  北放第 4042 号。  北放第 4143 号。プラン  北放第 3822 号。プラン  北放第 4135 号。  北放第 4528 号。  北放第 4294		2,744,739 世帯。 単独。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/2/13		22:31:03		H29.1.30(ドラフト)		22:31:23		0:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第6702号		IBC盛岡DTV局　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		TSスプライサ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧後、放送休止時間に当該機器をバイパスし運用した。				578,769世帯。単独。				5月18日の障害のため、代替機で運用していた。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		中国放送 チュウゴクホウソウ						R		プ		6				○		6/3/13		5:00:00		6/3/13		6:53:00		1:53:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		ﾘｱｸﾀﾝｽｺｲﾙの故障でVSWRが異常となり送信機が起動できなくなった。				中放第1726号		庄原R局　ﾌﾟﾗﾝ局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		ﾘｱｸﾀﾝｽｺｲﾙの故障		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		現地に出向して、故障したﾘｱｸﾀﾝｽｺｲﾙを修復する。				約7,000世帯

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエムおおむら						CFM		C親 オヤ		6				○		6/3/13		7:32:30		6/3/13		8:53:12		1:20:42		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10293号		ＦＭおおむら　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他) タ		エアーチェックにて気付き、設置会社やNTTに電話確認しながら送信所に出向く。USPの異常が見つかり技術者の指示に従い改修。				エリア世帯数　28,227		単独

										つくばテレビ						般 ハン				6				○		6/5/13		23:39:00		6/6/13		0:00:00		0:21:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		再送出を試みるも失敗、番組切替のタイミングで自然復旧								素材起因のブラックアウト

				近畿 キンキ		累 ルイ		滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		親 オヤ		6				○		6/9/13		0:00:00		6/9/13		0:13:50		0:13:50		その他 タ		その他 タ		OAデッキの再生ヘッド部分にゴミが付着した為。				近放第101088号		大津局。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		OA用デッキ		事業者が自ら対応(その他)		CM枠中にVTRのクリーニングを実施。その8分後に再発したため、再度クリーニングを実施。				約48万世帯。単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		親 オヤ		6						6/9/13		12:09:15		6/9/13		12:14:29		0:05:14		その他 タ		その他 タ		OAデッキの再生ヘッド部分にゴミが付着した為。				近放第101088号		大津局。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		OA用デッキ		事業者が自ら対応(その他)		CM枠中にVTRのクリーニングを実施。その8分後に再発したため、再度クリーニングを実施。				約48万世帯。単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		親 オヤ		6						6/9/13		12:22:44		6/9/13		12:31:20		0:08:36		その他 タ		その他 タ		OAデッキの再生ヘッド部分にゴミが付着した為。				近放第101088号		大津局。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		OA用デッキ		事業者が自ら対応(その他)		CM枠中にVTRのクリーニングを実施。その8分後に再発したため、再度クリーニングを実施。				約48万世帯。単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ２１ ニイガタ						DTV		親 オヤ		6				○		6/9/13		20:18:42		6/9/13		20:18:51		0:00:09		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ						信放第3300号		新潟局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						子局の中継局も停波（別紙参照）		674,446世帯。

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						DTV		中 チュウ		6				○		6/11/13		12:35:00		6/11/13		14:30:30		1:55:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8370号		平鹿馬鞍DTV局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		故障した放送機基本ユニットを予備品に交換し復旧。		中放第11252号		63世帯、単独障害。

										日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						幹 ミキ				6				○		6/12/13		18:59:57		6/12/13		19:00:50		0:00:53		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(その他)		ハーモニック社へ送出サーバーの不具合検証を依頼								発生当日、窓口担当より衛星・地域放送課へ電話連絡。6/13（木）詳細をメールにて報告

放送中にサーバープレビューを実施すると負荷がかかり、放送に影響することが判明。作業フローを見直し、再発防止とした

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		レインボータウンエフエム						CFM		C親 オヤ		6				○		6/13/13		2:14:03		6/13/13		2:43:33		0:29:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		MD機材				関放第5762号		大江戸放送局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		衛星放送用アンテナ		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。現地出向中に自然復旧。				約2万世帯。単独。

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				6				○		6/13/13		4:00:12		6/13/13		4:00:17		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		マスター室の最終送出システムの制御機能の不具合により、本番系と予備系の切り替えが突然起こり、その切り替え時に信号断が発生した。								日経ＣＮＢＣ
機器メーカーに送出システムの障害解析をさせ、改修を行った。

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エフエムびざん						CFM		C親 オヤ		6				○		6/13/13		13:58:43		6/13/13		14:29:26		0:30:43		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン						四放第4004号　エフエムびざん						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応(系切替)		放送監視にて故障検知。現地出向し、送信設備の点検にて故障箇所の特定し回線を変更した。								約14万世帯　　共建

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエム　みしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/14/13		0:00:00		6/14/13		1:08:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		CS受信アンテナの老朽化				海放第４０３１号		エフエムみしま・かんなみ				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＣＳ衛星放送受信アンテナ		電気通信事業者が対応		職員がＣＳ受信アンテナの不具合を確認、局から音楽を送出。翌日に再度受信不良があったため、業者に修理を依頼し、予備ＣＳアンテナに切り替えて復旧した。				約5万8千世帯。単独

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエム　みしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		6						6/14/13		10:00:00		6/14/13		10:08:00		0:08:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		CS受信アンテナの老朽化				海放第４０３１号		エフエムみしま・かんなみ				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＣＳ衛星放送受信アンテナ		電気通信事業者が対応		職員がＣＳ受信アンテナの不具合を確認、局から音楽を送出。翌日に再度受信不良があったため、業者に修理を依頼し、予備ＣＳアンテナに切り替えて復旧した。				約5万8千世帯。単独

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエム　みしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		6						6/15/13		7:00:00		6/15/13		8:00:00		1:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		CS受信アンテナの老朽化				海放第４０３１号		エフエムみしま・かんなみ				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＣＳ衛星放送受信アンテナ		電気通信事業者が対応		職員がＣＳ受信アンテナの不具合を確認、局から音楽を送出。翌日に再度受信不良があったため、業者に修理を依頼し、予備ＣＳアンテナに切り替えて復旧した。				約5万8千世帯。単独

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエム唐津 カラツ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/19/13		13:15:12		6/19/13		13:45:30		0:30:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10340号		ＦＭからつ　親局				番組送出設備		番組送出設備		UPSの故障により異常電圧がかかり、スイッチャー・音声分配器・コンプリミッター（主・予備共）のヒューズが溶断し音声伝送が停止		事業者が自ら対応(その他) タ		ラジオマイクを利用し、音声伝送を復旧。その後、調査にて機器のヒューズ溶断判明。ヒューズ交換にて全機能復旧。UPSは予備機交換にて対応				41,350世帯		単独

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		6				○		6/20/13		10:31:24		6/20/13		10:31:25		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		自然故障 シゼンコショウ						関放第１５号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ神奈川 カナガワ						DTV		プ		6				○		6/24/13		5:25:00		6/24/13		7:21:30		1:56:30		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		関内テレビTS-TTL系統切替テストを実施したところ、後段の小田原ＤＴＶにおいてOFDM変調器の誤動作が発生した				関放第8037号		TVK小田原DTV（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		OFDM変調器		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		監視装置にてOFDM変調器異常を確認。現地出向し、OFDM変調器の電源リセット。		中放第11185号。中放第11306号		92,000世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		6				○		6/28/13		17:56:51		6/28/13		17:57:09		0:00:18		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第100号		STV旭川放送局（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約22万5千世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		プ		6				○		6/28/13		17:56:52		6/28/13		17:57:58		0:01:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第21号		旭川R1　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数258902。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		プ		6						6/28/13		17:56:52		6/28/13		17:57:58		0:01:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第38号		旭川R２　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数205585。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		6				○		6/28/13		17:56:52		6/28/13		17:56:57		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線障害				北放第13号		旭川ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				約26万1千290世帯。単独。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		逗子・葉山コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		6				○		6/29/13		15:53:18		6/29/13		15:55:05		0:01:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第３５９４号		逗子・葉山コミュニティ放送				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		第２演奏所とＭＣＲ間の回線のＩＰコーデックの故障。ＭＣＲ側のエンコーダーの再起動で復旧。								約１５万世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム　みしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		6				○		6/29/13		20:17:00		6/29/13		21:11:00		0:54:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		AＰＳのフリーズ				海放第４０３１号		エフエムみしま・かんなみ				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		ＡＰＳ（自動番組制御装置）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		職員が駆けつけて、ＡＰＳコンピユーターのフリーズを発見、ＡＰＳに装備されているフェーダーを主動で上げて番組を送出した。				約5万8千世帯。単独

										QVC						般 ハン				6				○		6/30/13		7:58:00		6/30/13		8:01:15		0:03:15		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		LC（サブ）の運用ミスによるもの。										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/1/13		0:00:00		7/1/13		0:10:41		0:10:41		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FM		親 オヤ		7				○		7/1/13		5:54:44		7/1/13		5:54:51		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第1882号		津超短波放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FCM		親 オヤ		7						7/1/13		5:54:44		7/1/13		5:54:51		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4014号		津超短波文字多重放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		18:43:19		7/1/13		18:43:22		0:00:03		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		18:43:49		7/1/13		18:43:57		0:00:08		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		22:15:54		7/1/13		22:18:02		0:02:08		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		22:19:47		7/1/13		22:20:36		0:00:49		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		22:21:41		7/1/13		22:21:42		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		22:21:45		7/1/13		22:21:47		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/1/13		22:36:54		7/1/13		22:44:23		0:07:29		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		エフエム鳥取 トットリ						CFM		C親 オヤ		7						7/2/13		8:07:04		7/2/13		8:07:05		0:00:01		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						中放第１０５５３号		エフエムとっとり　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		NTT回線ユニット		電気事業者が対応		NTT寺町局社内機器から、当局本社DSUまでの間の回線内で不具合が発生。音声の伝送が不可能となったことから無変調状態に至った。故障の可能性があるNTT回線ユニットの交換を実施。以降不具合の再現無し。				約51,000世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		プ		7				○		7/2/13		18:13:55		7/2/13		18:14:05		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第36号		名寄R１　プラン局 ナヨロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数117909。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		プ		7						7/2/13		18:13:55		7/2/13		18:14:05		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3７号		名寄R２　プラン局 ナヨロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数47877。単独。						故障した設備は無し。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日放送 シズオカアサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/3/13		4:55:00		7/3/13		5:00:57		0:05:57		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第4389号		SATV静岡DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)						1，362，762世帯　共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		7				○		7/3/13		9:13:09		7/3/13		9:13:19		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第３９号		今金R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数5487。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		中 チュウ		7						7/3/13		9:13:09		7/3/13		9:13:19		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第69号		今金R２　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数5323。単独。						故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエムさせぼ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/3/13		12:35:00		7/3/13		13:55:00		1:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第9054号		ＦＭさせぼ。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		1号送信機、2号送信機、コーディックの電源を一旦切り、再度ONにして回復。				約10万世帯。共建。

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:00:00		7/3/13		14:25:00		1:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10674号		多久納所局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		監視装置にて故障検知。現地出向し、
設備リセット				２３４世帯。共建

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		NHK						DTV		中 チュウ		7				○		7/3/13		13:00:00		7/3/13		14:25:00		1:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10671号　九放第10672号		NHK多久納所DG　その他局　NHK多久納所DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		出向しＭＣＣＢ再投入して復旧				２３４世帯。共建

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10566号		福山DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11072号。中放第11132号		117,217世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10650号		尾道DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号		69,955世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10785号		府中DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11252号		42,168世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10722号		竹原DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11185号。中放第11306号		25,924世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10652号		三原DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第10977号		36,091世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10771号		因島DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				9,588世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10786号		大門DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				18,391世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10971号		小奴可DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				679世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11158号		鞆DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11397号		油木DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11837号		福山南DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				51,968世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		13:38:58		7/3/13		13:41:46		0:02:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第12009号		東城千鳥DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				174世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		広島テレビ ヒロシマ						DTV		プ		7				○		7/3/13		13:38:59		7/3/13		13:41:55		0:02:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		豪雨　TS-TTL回線(絵下山FX→宇根山FX)で降雨減衰が発生｡受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		福山DTV局｡ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		TS-TTL回線(絵下山FX→宇根山FX)で降雨減衰が発生､受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､宇根山FX局の下位局にあたる福山DTV局他にて放送断｡		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第11838号｡中放第10646号｡中放第10792号｡中放第10774号｡中放第11264号｡中放第10983号｡中放第11156号｡中放第11630号｡中放第11250号｡中放第11685号｡中放第10989号｡中放第11151号｡中放第11192号｡中放第11076号｡中放第11218号｡中放第10972号｡中放第11684号｡中放第11394号｡中放第11060号｡中放第11309号｡中放第12006号｡		380,330世帯｡共建｡

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分朝日放送 オオイタアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		15:12:00		7/3/13		16:49:00		1:37:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第9443号		OAB西玖珠DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電ブレーカー、発電機		他の放送事業者が対応		現地に出向し、受電ブレーカー投入により復旧		九放第10760号OAB玖珠森DTV（放送区域内世帯数437世帯）		２５０世帯。共建。		共建		放送対象地域内世帯数  5,532世帯 放送区域内世帯数　　  5,532世帯 共建局

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		テレビ大分 オオイタ						DTV		中 チュウ		7				○		7/3/13		15:12:00		7/3/13		16:49:00		1:37:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第9485号		西玖珠局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電ブレーカー、発電機		事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、受電ブレーカー投入により復旧		九放第9989号、九放第10761号、九放第11131号		5532世帯。共建。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送 オオイタホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		15:12:00		7/3/13		16:49:00		1:37:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第9446号		OBS西玖珠DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電ブレーカー、発電機		事業者が自ら対応(その他)		現地に出向し、受電ブレーカー投入により復旧		九放第10751号		２５０世帯。共建。		共建

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		NHK						DTV		中 チュウ		7						7/3/13		15:12:00		7/3/13		16:49:00		1:37:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第9421号　九放第9423号		NHK西玖珠DG　その他局　　NHK西玖珠DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電ブレーカー、発電機		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		現地に出向し、受電ブレーカー投入により復旧		九放第10763号
(玖珠森DG その他局)
九放第9961号
(本耶馬渓DG その他局)
九放第11112号
(耶馬溪柿坂DG その他局)
九放第10765号
(玖珠森DE その他局)
九放第9962号
(本耶馬渓DE その他局)
九放第11115号
(耶馬溪柿坂DE その他局)		２５０世帯。共建。		共建		放送対象地域内世帯数  5,532世帯 放送区域内世帯数　　  5,532世帯 共建局

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		東九州コミュニティ放送 ヒガシキュウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/3/13		15:19:00		7/3/13		15:51:00		0:32:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						九放第8678号		スターコーンFM　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				電気通信事業者が対応						35,881世帯　単独

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		さいき市民放送 シミンホウソウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/3/13		16:12:00		7/3/13		17:07:00		0:55:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						九放第１１１４７号		エフエムさいき　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		誘導雷により受電ブレーカーが動作、以後バッテリーにより駆動するも容量低下で送信停止。		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ						21,715世帯　単独

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		テレビ大分 オオイタ						DTV		中 チュウ		7				○		7/3/13		16:52:00		7/3/13		21:12:00		4:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第11074号		東蒲江局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受電フューズ、ＢＦ		事業者が自ら対応(その他)		落雷により、受電柱フューズ断、ＢＦ放電。現地出向し、フューズ交換により復旧。		九放第11181号		1104世帯。共建。

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		0:00:00		7/4/13		0:02:08		0:02:08		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10566号		福山DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11072号。中放第11132号		117,217世帯。単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		7				○		7/4/13		4:50:02		7/4/13		4:50:12		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第34号		留萌R1　その他局 ルモイ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数16589。単独。						故障した設備は無し。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津 ニイツ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/4/13		19:34:58		7/4/13		19:35:48		0:00:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第３６１８号		エフエム新津局　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		コーディック		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置にて故障検知。回線を現用から予備へ切り替え。演奏所の電源を入切し、19：41：16に現用回線に戻した。				約2万世帯。単独。				※H25.8.25　コーデック交換

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		中国放送 チュウゴクホウソウ						DTV		プ		7				○		7/4/13		23:10:44		7/4/13		23:13:26		0:02:42		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨によるTTLの受信ﾚﾍﾞﾙの低下				中放第10568号		福山DTV プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨によるTTLの受信ﾚﾍﾞﾙの低下　設備そのものの故障ではない				約40万世帯　共建				降水量が少なくなり自然に復旧

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10566号		福山DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11072号。中放第11132号		117,217世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10650号		尾道DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号		69,955世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10785号		府中DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11252号		42,168世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10722号		竹原DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11185号。中放第11306号		25,924世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10652号		三原DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第10977号		36,091世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10771号		因島DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				9,588世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10786号		大門DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				18,391世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10971号		小奴可DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				679世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11158号		鞆DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11397号		油木DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11837号		福山南DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				51,968世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:11:00		7/4/13		23:12:47		0:01:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第12009号		東城千鳥DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				174世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		広島テレビ ヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:11:02		7/4/13		23:13:28		0:02:26		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		豪雨　TS-TTL回線(絵下山FX→宇根山FX)で降雨減衰が発生｡受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､放送断｡				中放第10569号		福山DTV局｡ﾌﾟﾗﾝ局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		TS-TTL回線(絵下山FX→宇根山FX)で降雨減衰が発生､受信ﾚﾍﾞﾙが低下し､宇根山FX局の下位局にあたる福山DTV局他にて放送断｡		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨量減少により､受信ﾚﾍﾞﾙが高くなり､復旧｡		ﾌﾟﾗﾝ中放第10643号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10791号｡ﾌﾟﾗﾝ中放第10721号｡中放第11838号｡中放第10646号｡中放第10792号｡中放第10774号｡中放第11264号｡中放第10983号｡中放第11156号｡中放第11630号｡中放第11250号｡中放第11685号｡中放第10989号｡中放第11151号｡中放第11192号｡中放第11076号｡中放第11218号｡中放第10972号｡中放第11684号｡中放第11394号｡中放第11060号｡中放第11309号｡中放第12006号｡		380,330世帯｡共建｡

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10566号		福山DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11072号。中放第11132号		117,217世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10650号		尾道DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11061号。中放第11209号。中放第11257号		69,955世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10785号		府中DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11252号		42,168世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		プ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10722号		竹原DTV。プラン局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第11185号。中放第11306号		25,924世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10652号		三原DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち		中放第10977号		36,091世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10771号		因島DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				9,588世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10786号		大門DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				18,391世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第10971号		小奴可DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				679世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11158号		鞆DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11397号		油木DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				3,037世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第11837号		福山南DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				51,968世帯。単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		テレビ新広島 シンヒロシマ						DTV		中 チュウ		7						7/4/13		23:12:56		7/4/13		23:13:17		0:00:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨				中放第12009号		東城千鳥DTV				中継回線設備		中継回線設備(その他)		宇根山FX受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		集中豪雨回復待ち				174世帯。単独

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/6/13		17:36:00		7/6/13		17:36:10		0:00:10		その他 タ		ソフトウエア不具合 フグアイ		INDIES Sounds放送中放送システムソフトウェア不具合発生。										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		フィラー音声起動				影響世帯 81,474世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		逗子・葉山コミュニティ放送						CFM		C親 オヤ		7				○		7/7/13		2:00:00		7/7/13		6:50:00		4:50:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第３５９４号		逗子・葉山コミュニティ放送				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機の故障で、出力低下。送信機の切替で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ										約１０万世帯 故障発生時が深夜で、送信所が山頂であるため、日の出と共に対応。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		7				○		7/7/13		5:21:00		7/7/13		5:21:16		0:00:16		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/7/13		7:42:56		7/7/13		7:43:04		0:00:08		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		番組供給元であるミュージックバードからの音声断による障害										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(その他)		フィラー音声起動				影響世帯 81,474世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/7/13		10:00:22		7/7/13		10:01:21		0:00:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		・生放送時の番組冒頭にスタジオから音声が送出されず無音となり無音検知後、無音穴埋めBGMを自動送出。				沖放第23号		RBC那覇R（親局）				番組送出設備		番組送出設備（音声調整装置）		スタジオ最終段に挿入している音声調整用コンプレッサーの故障 コショウ		事業者が自ら対応(その他)		・自動送出制御卓より、手動でEMGをとり別スタジオから送出し復旧				沖放第507。沖放第514。沖放第528。沖放第529。沖放第530。沖放第539。　沖放第540。沖放第573。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		ＦＭ沖縄 オキナワ						FM		親 オヤ		7				○		7/7/13		15:20:04		7/7/13		15:20:14		0:00:10		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		送信所において受信STLの予備機のオーバーホール中に誤って現用送信機へのケーブルを抜いてしまったため。				沖放第119号		エフエムおきなわ　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応(その他)		ケーブルを接続しなおして復旧		沖放第120号		約47万世帯。単独。

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		VICS水戸 ミト						FCM		親 オヤ		7						7/7/13		17:46:54		7/7/13		17:46:56		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		励振器（NHK設備）				関放第5714号		VICS水戸。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		励振器（NHK設備）		他の放送事業者が対応		自然回復		関放第5715号。
関放第5716号。
関放第5717号。		1,322,121世帯。共建。

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		NHK水戸 ミト						FM		親 オヤ		7				○		7/7/13		17:46:54		7/7/13		17:46:56		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第２５３号		水戸ＦＭ（親局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		励振器		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然回復		関放第２５２号。関放第３００号。関放第３５１号。		1,322,121世帯。共建。

						累 ルイ				QVC						般 ハン				7				○		7/8/13		0:00:00		7/8/13		15:25:27		0:00:41		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		メーカーによるデマルチプレクサAUDIO設定のミス。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		デマルチプレクサー		事業者が自ら対応(その他)		設定変更

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		7				○		7/8/13		1:05:46		7/8/13		1:05:52		0:00:06		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/8/13		15:25:16		7/8/13		15:25:27		0:00:11		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		メーカーによるデマルチプレクサAUDIO設定のミス。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		デマルチプレクサー		事業者が自ら対応(その他)		設定変更

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/8/13		15:36:48		7/8/13		15:37:18		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		メーカーによるデマルチプレクサAUDIO設定のミス。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		デマルチプレクサー		事業者が自ら対応(その他)		設定変更

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/8/13		16:05:34		7/8/13		16:05:35		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/8/13		16:14:05		7/8/13		16:14:06		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/8/13		17:05:48		7/8/13		17:05:49		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/8/13		17:06:21		7/8/13		17:06:22		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/8/13		17:08:40		7/8/13		17:08:43		0:00:03		停電 テイデン		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		中 チュウ		7				○		7/8/13		18:13:01		7/8/13		18:13:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第２５６３号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				約１２９４１２世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/8/13		18:13:01		7/8/13		18:13:11		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん事故停電				北放第１９７６号		帯広FM オビヒロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		12,9411/共建						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		7				○		7/8/13		18:13:02		7/8/13		19:13:08		1:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第356号		帯広FM オビヒロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第367号                    北放第379号                    北放第409号                    北放第531号                    北放第532号		世帯数141402。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		7						7/8/13		18:13:02		7/8/13		19:13:08		1:00:06		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3662号		VICS帯広FM オビヒロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3663号。北放第3664号。北放第3665号。北放第3666号。北放第3667号		世帯数141402。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		7				○		7/8/13		18:13:02		7/8/13		18:13:09		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				約14万8千230世帯。単独。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		18:45:38 地球局周辺の豪雨により受信不可
18:48:30 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/8/13		0:00:00		7/8/13		0:05:51		0:05:51		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		18:45:38 地球局周辺の豪雨により受信不可
18:48:30 自然復旧								#542 寄席チャンネル
#560 e-天気.net
#635 Ｖ☆パラダイスＨＤ
#678 南関東地方競馬チャンネル
#965 チャンネル・ルビー
#966 Splash
#967 フラミンゴ

										IMAGICA						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										TBS						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ターナージャパン						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										キッズステーション						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イーステーション						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										MTVネットワーク						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

										スカイ・エー						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

										GAORA						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										QVC						般 ハン				7						7/8/13		18:45:38		7/8/13		18:48:30		0:02:52		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		18:51:56 地球局周辺の豪雨により受信不可
18:54:05 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

										AXNジャパン						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										リーレ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アニマックス						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										フジテレビ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジャムティービー						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ザ・シネマ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イマックビーシー						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										大富 オオトミ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

										ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

										日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/8/13		18:51:56		7/8/13		18:54:05		0:02:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/8/13		20:48:43		7/8/13		20:48:44		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7				○		7/10/13		0:00:00		7/10/13		5:40:01		0:04:16		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		5:39:43		7/10/13		5:40:01		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		5:42:01		7/10/13		5:42:29		0:00:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		5:44:09		7/10/13		5:45:24		0:01:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		5:49:52		7/10/13		5:49:55		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		6:28:03		7/10/13		6:28:10		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		6:32:59		7/10/13		6:34:29		0:01:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		親 オヤ		7						7/10/13		6:42:12		7/10/13		6:42:47		0:00:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100681号		大阪局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		視聴者から問合せがあり、番組送出装置のシステム切替等を実施しているうちに、自然復旧。調査継続し、親局受信中継局の監視ログから放送波の品質異常発生を確認し、送信機励振器の異常が濃厚と判断し予備品に交換。品質監視測定器の追加、対応マニュアルの作成など監視、対応を強化。				約618万世帯。単独。				親局及び放送波中継の下位放送局における放送対象区域内ののべ世帯数を記載。実際に影響のあった世帯は、限定的と推測され、視聴者からの問合せ件数は43件。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/11/13		0:00:00		7/11/13		0:00:19		0:00:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビ						DTV		中 チュウ		7				○		7/11/13		9:17:44		7/11/13		9:18:40		0:00:56		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				東放第7372号		SAY温海DTV。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		悪天候の回復により自然復旧。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						1092世帯。共建。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/11/13		9:17:58		7/11/13		9:18:00		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/11/13		9:18:13		7/11/13		9:18:30		0:00:17		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7						7/11/13		9:18:33		7/11/13		9:18:39		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨　降雨減衰によるTTL回線断が発生。 コウウ				東放第7365号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL受信装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然復旧。				1092世帯。共建。

				沖縄 オキナワ		重 ジュウ		沖縄 オキナワ		ＦＭしまじり						CFM		C親 オヤ		7				○		7/13/13		0:45:00		7/13/13		10:42:00		9:57:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		送信所近くに落雷ありDSUの保護回路起動しNTT専用回線が切断				沖放第774号		FMなんじょう　親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		NTT西日本がリモート操作により回線復旧								南城市ほか17,247世帯　　単独。　　

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/13/13		18:37:52		7/13/13		20:32:13		1:54:21		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第641号		QAB内道DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）				電気事業者が対応		・停電によりバッテリ運用中のところ枯渇したため停波。
・商用電源復電により復旧。				484世帯。共建。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄テレビ放送 オキナワホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/13/13		18:37:52		7/13/13		20:32:13		1:54:21		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第643号		OTV内道DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）				電気事業者が対応		・停電によりバッテリ運用中のところ枯渇したため停波。
・商用電源復電により復旧。				484世帯。共建。				悪天候のため現地出向遅延

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球放送 リュウキュウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/13/13		18:37:52		7/13/13		20:32:13		1:54:21		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第642号		RBC内道DTV（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）				電気事業者が対応		・停電によりバッテリ運用中のところ枯渇したため停波。
・商用電源復電により復旧。				484世帯。共建。				悪天候のため現地出向遅延

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		NHK（DG、DE）						DTV		中 チュウ		7						7/13/13		18:37:52		7/13/13		20:32:13		1:54:21		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第 653号沖放第 65４号		内道DG　ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）				電気事業者が対応		・停電によりバッテリ運用中のところ枯渇したため停波。
・商用電源復電により復旧。				484世帯。共建。				悪天候のため現地出向遅延

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/14/13		16:58:52		7/14/13		16:58:53		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7						7/14/13		16:59:08		7/14/13		16:59:09		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ イワテアサヒ						DTV		プ		7				○		7/15/13		19:33:29		7/15/13		20:41:04		1:07:35		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第6802号		IAT一関DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		MIT、IATが現地出向し回復。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				東放第8207号。放第7977号。東放第7802号。		76,078世帯。共建				落雷による受電盤設備制御系回路のヒューズ断

				東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ イワテ						DTV		プ		7						7/15/13		19:33:29		7/15/13		20:41:04		1:07:35		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第6799号		MIT一関DTV。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		MIT、IATが現地出向し回復。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				東放第8206号。東放第7976号。東放第7791号。		76,078世帯。共建				落雷による受電盤設備制御系回路のヒューズ断

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7				○		7/16/13		0:00:00		7/16/13		1:24:22		1:24:22		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:37:53		7/16/13		12:42:07		0:04:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:37:53		7/16/13		12:42:07		0:04:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4681  号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:37:53		7/16/13		12:42:07		0:04:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０７５号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:37:53		7/16/13		12:42:07		0:04:14		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:42:34		7/16/13		12:46:47		0:04:13		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:42:34		7/16/13		12:46:47		0:04:13		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4681  号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:42:34		7/16/13		12:46:47		0:04:13		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０７５号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:42:34		7/16/13		12:46:47		0:04:13		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:46:51		7/16/13		14:02:46		1:15:55		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4074号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:46:51		7/16/13		14:02:46		1:15:55		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4681  号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:46:51		7/16/13		14:02:46		1:15:55		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０７５号		佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/16/13		12:46:51		7/16/13		14:02:46		1:15:55		停電 テイデン		停電 テイデン								佐呂間知来DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				305世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		親 オヤ		7				○		7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第１２２０号		札幌FM サッポロ				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開		北放第1434号　大通局
北放第3641号　小樽局		1,446,016/共建

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第１２２１号		旭川FM アサヒカワ				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開				171,167/共建

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第１４６８号		函館FM ハコダテ				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開				156,730/共建

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第２５４７号		室蘭FM ムロラン				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開		北放第3641号 洞爺局		118,006/室蘭共建、
　　　　　　洞爺単独

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第１９７６号		帯広FM オビヒロ				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開				129,411/共建

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第２２４１号		釧路FM				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開				91,468/共建

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		7						7/17/13		13:00:03		7/17/13		13:02:02		0:01:59		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ設備機器（音声調整卓）の不具合による				北放第２５１３号		網走FM アバシリ				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置) オンセイチョウセイ		生放送で使用していたスタジオミキサーの故障による		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		番組中断緊急告知を送出すると共に、放送スタジオを別スタジオへ切替て放送を再開		北放第2512号 北見局		43,808/共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		つやまコミュニティFM						CFM		C親 オヤ		7				○		7/17/13		19:12:00		7/17/13		20:33:00		1:21:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第１１４１６号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ専用回線		電気事業者が対応		監視装置にて無変調検出して送信所に出向き８０分後放送再開。（ＮＴＴ専用線の予備回線への切り替えで復旧）				43000世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 チュウ		7				○		7/18/13		6:05:30		7/18/13		6:05:45		0:00:15		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		本社鉄塔に落雷したときの誘導雷により本社STL送信装置に異常が発生。				東放第6700号		山形DTV局。親局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		本社STL送信装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然復旧。		プラン局東放第6770号。プラン局東放第6874号。東放第6875号。東放第6876号。東放第6877号。東放第6878号。東放第6879号。プラン局東放第6944号。東放第7041号。東放第7046号。東放第7056号。東放第7365号。東放第7366号。東放第7367号。東放第7395号。東放第7396号。東放第7397号。東放第7398号。東放第7399号。東放第7400号。東放第7401号。東放第7402号。東放第7403号。東放第7876号。東放第7901号。東放第8011号。東放第8023号。		386,728世帯。単独。				YTS全DTV31局合計

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/18/13		12:18:20		7/18/13		12:21:15		0:02:55		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		雨 アメ										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組供給元のCNBC Asia（シンガポール）の送出設備		電気通信事業者が対応		CNBC Asia（シンガポール）からの受信映像がフリーズし音声が無音となった。障害発生10秒後より「しばらくお待ちください」の画面を表示（2分45秒）し、続けて代替用フィラー素材・番組に切り替えた（54秒）。その後、シンガポールからの受信映像・音声の回復を確認して通常放送に復帰させた。								日経ＣＮＢＣ
シンガポールからの衛星ダウンリンク時の降雨減衰による

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/18/13		18:24:48		7/18/13		18:25:00		0:00:12		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組素材作成段階での編集ミス				近放第101088号		大津局。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		放送時間枠と素材編集時間枠の不整合（人為的な要因）		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		12秒の不体裁放送後に正常放送になる。				約48万世帯。単独

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/18/13		21:23:40		7/18/13		21:30:10		0:06:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		21:23:40 地球局周辺の豪雨により受信不可
21:30:10 自然復旧								#542 寄席チャンネル
#560 e-天気.net
#612 テレ朝チャンネル２　ニュース・情報・スポーツ
#630 イマジカＢＳ・映画
#635 Ｖ☆パラダイスＨＤ
#659 MONDO TV HD
#965 チャンネル・ルビー
#966 Splash
#967 フラミンゴ

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/18/13		0:00:00		7/18/13		0:12:32		0:12:32		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		21:23:40 地球局周辺の豪雨により受信不可
21:30:10 自然復旧ｖ								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		21:23:40 地球局周辺の豪雨により受信不可
21:30:10 自然復旧ｖ								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

										IMAGICA						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										TBS						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ターナージャパン						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										キッズステーション						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										KNTV						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イーステーション						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										MTVネットワーク						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

										スカイ・エー						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

										GAORA						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										QVC						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										つくばテレビ						般 ハン				7						7/18/13		21:24:08		7/18/13		21:30:10		0:06:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7				○		7/19/13		15:43:08		7/19/13		15:44:19		0:01:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/19/13		15:43:08		7/19/13		15:44:19		0:01:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/19/13		15:43:08		7/19/13		15:44:19		0:01:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/19/13		15:43:08		7/19/13		15:44:19		0:01:11		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

										大富 オオトミ						般 ハン				7				○		7/22/13		18:40:51		7/22/13		18:41:16		0:00:25		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		18:40:51 エンコーダ故障が発生
18:41:16 エンコーダを予備系統に切替え、復旧

						累 ルイ				スカパーJSAT						幹 ミキ				7				○		7/23/13		0:00:00		7/23/13		14:50:52		0:01:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/23/13		0:00:00		7/23/13		0:40:33		0:40:33		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/23/13		0:00:00		7/23/13		0:10:14		0:10:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

										ミュージックバード						般 ハン				7				○		7/23/13		12:33:12		7/23/13		12:37:20		0:04:08		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						累 ルイ				スカパーJSAT						幹 ミキ				7						7/23/13		14:49:45		7/23/13		14:50:52		0:01:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム西東京 ニシトウキョウ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/23/13		15:15:06		7/23/13		15:15:57		0:00:51		停電 テイデン		停電 テイデン		突然東京電力側で停電があり、商用電源が落ちた。放送用機材の電源切れて停止状態になった。無停電装置、自家発電が起動しなかった。				関放 第5348号		エフエム西東京				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ										影響世帯数（約10万世帯、苦情なし。）

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:23:10		7/23/13		15:24:26		0:01:16		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				AXNジャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				リーレ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アニマックス						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				フジテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジャムティービー						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ザ・シネマ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イマックビーシー						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				大富 オオトミ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

						注 チュウ				ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

						注 チュウ				日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:33:45		7/23/13		15:33:56		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:34:20		7/23/13		16:06:30		0:32:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				AXNジャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				リーレ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アニマックス						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				フジテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジャムティービー						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ザ・シネマ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イマックビーシー						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				大富 オオトミ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

						注 チュウ				ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

						注 チュウ				日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:44:15		7/23/13		15:50:50		0:06:35		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				AXNジャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				リーレ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アニマックス						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				フジテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジャムティービー						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ザ・シネマ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イマックビーシー						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				大富 オオトミ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

						注 チュウ				ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

						注 チュウ				日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:51:19		7/23/13		15:53:39		0:02:20		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				AXNジャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				リーレ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アニマックス						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				フジテレビ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジャムティービー						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ザ・シネマ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イマックビーシー						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				大富 オオトミ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

						注 チュウ				ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

						注 チュウ				日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		15:53:56		7/23/13		15:55:08		0:01:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		16:07:29		7/23/13		16:08:33		0:01:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		16:09:28		7/23/13		16:09:38		0:00:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						累 ルイ				スカパーJSAT						幹 ミキ				7						7/23/13		16:12:06		7/23/13		16:12:08		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		16:21:26		7/23/13		16:27:16		0:05:50		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:23:10 地球局周辺の豪雨により受信不可
16:29:00 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

						注 チュウ				IMAGICA						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				TBS						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				プレーボーイチャンネル						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ターナージャパン						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				キッズステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				KNTV						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ヒューマックスコミュニケーションズ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				イーステーション						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				松竹BC ショウチク						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				MTVネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アスパイアビジョン						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日活 ニッカツ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				アトスインターナショナル						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

						注 チュウ				スカイ・エー						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

						注 チュウ				GAORA						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				QVC						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				つくばテレビ						般 ハン				7						7/23/13		16:28:57		7/23/13		16:29:00		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				近畿 キンキ				和歌山 ワカヤマ		FM TANABE						CFM		C親 オヤ		7				○		7/23/13		20:00:00		7/23/13		20:19:00		0:19:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						近放第101883号		FM TANABE。親局。				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(その他)		本社スタジオにてＣＤ再生機による放送を実施。駅前商店街スタジオでは、ミキサー等設備点検と再起動を実施。				28,316世帯。単独。				駅前商店街スタジオミキサー卓のPFLスイッチの誤操作が原因。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエム周南 シュウナン						CFM		C親 オヤ		7				○		7/24/13		7:00:03		7/24/13		7:05:18		0:05:15		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		音響スタッフ不在に伴う準備遅延による事故				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備				事業者が自ら対応(その他) タ		番組Peが電源を立ち上げ対応。

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎国際テレビ ナガサキコクサイ						DTV		中 チュウ		7				○		7/24/13		8:53:00		7/24/13		10:07:00		1:14:00		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		親局受信状況の一時的な変動により、回り込み発振検知した。				九放第10404号		佐世保赤崎DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		回り込みキャンセラー		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		メーカーにおいて原因調査し、動作条件等の設定を改修した。				エリア世帯36,076		共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民ＦＭ シミン						CFM		中 チュウ		7				○		7/25/13		9:30:00		7/26/13		9:30:00		24:00:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						東放8645		(田人第二中継局）				中継回線設備		中継回線設備(その他)		光ケーブル内芯線切換えにて復旧		電気通信事業者が対応										いわき市から借用の光回線のためいわき市が障害対応しました。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		7				○		7/25/13		17:12:44		7/25/13		17:12:47		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		自然故障 シゼンコショウ						関放第１５号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		親 オヤ		7				○		7/26/13		3:04:41		7/26/13		3:06:36		0:01:55		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第6702号		IBC盛岡DTV局　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		イベント発生のタイミングでリセットがかかり復旧となる。		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ						578,769世帯。単独。				落雷によりアースが一時的に異常状態となり、マスター機器の保護回路が働いて黒味送出となる。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分朝日放送 オオイタアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/26/13		12:01:00		7/26/13		19:33:00		7:32:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第9944号		OAB緒方DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電力供給断（電力会社の配電トランス）、予備電源装置		電気事業者が対応		事業者自らも出向し、予備電源装置の復旧に努めるが、電力会社からの電力供給が先に復電したため回復								放送対象地域内世帯数    829世帯 放送区域内世帯数　   　 829世帯 共建局 悪天候のため、現地出向が遅延

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		大分放送 オオイタホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		12:01:00		7/26/13		19:33:00		7:32:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様は大分朝日を採用 ソチモヨウオオイタアサヒサイヨウ				九放第9945号		OBS緒方DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電力供給断（電力会社の配電トランス）、予備電源装置		事業者が自ら対応(その他)		事業者自らも出向し、予備電源装置の復旧に努めるが、電力会社からの電力供給が先に復電したため回復

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		NHK						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		12:01:00		7/26/13		19:33:00		7:32:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様は大分朝日を採用 ソチモヨウオオイタアサヒサイヨウ				九放第9421号　九放第9423号		NHK緒方DG　その他局　　NHK緒方DE　その他局 オガタオガタ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電力供給断（電力会社の配電トランス）、予備電源装置		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		事業者自らも出向し、予備電源装置の復旧に努めるが、電力会社からの電力供給が先に復電したため回復								放送対象地域内世帯数    829世帯 放送区域内世帯数　   　 829世帯 共建局 悪天候のため、現地出向が遅延

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ カゴシマ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		15:35:00		7/26/13		19:58:00		4:23:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第10146号		KTS大口西DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		障害部品を交換して復旧				76世帯。				DG、DE、DMBCと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		15:35:00		7/26/13		19:58:00		4:23:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第10158号		MBC大口西DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		障害部品を交換して復旧				76世帯。				DG、DE、DMBCと共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		NHK						DTV		中 チュウ		7				○		7/26/13		15:35:00		7/26/13		19:58:00		4:23:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ				九放第10180号　九放第10182号		NHK大口西DG　その他局　NHK大口西DE　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		障害部品を交換して復旧				76世帯。				DG、DE、DMBCと共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		つやまコミュニティFM						CFM		C親 オヤ		7				○		7/26/13		17:18:00		7/26/13		18:43:00		1:25:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第１１４１６号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ＮＴＴ専用回線　コーディック		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて無変調検出して８５分後に送信所に出向き放送再開。（回線の復旧作業ＮＴＴで対応及び予備コーディックとの交換実施）				43000世帯

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				岩手 イワテ		NHK　DG　DE						DTV		中 チュウ		7				○		7/26/13		18:42:03		7/26/13		23:19:31		4:37:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8053号,東放第8054号		山田関口DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		NHKが現地出向し回復。		事業者が自ら対応(その他)						66世帯　共建				落雷による受信所耐雷トランス断

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手朝日テレビ イワテアサヒ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		18:42:03		7/26/13		23:19:31		4:37:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8215号		IAT山田関口DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		NHKが現地出向し回復。				66世帯、共建				落雷による受信所耐雷トランス断

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				岩手 イワテ		岩手めんこいテレビ イワテ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		18:42:03		7/26/13		23:19:31		4:37:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8214号		MIT山田関口DTV。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		NHKが現地出向し回復。				66世帯、共建				落雷による受信所耐雷トランス断

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				岩手 イワテ		テレビ岩手 イワテ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		18:42:03		7/26/13		23:19:31		4:37:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8213号		山田関口局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		NHKが現地出向し回復。				66世帯、共建				落雷による受信所耐雷トランス断

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/26/13		18:42:03		7/26/13		23:19:31		4:37:28		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第8212号		IBC山田関口DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		NHKが現地出向し回復。				66世帯、共建				落雷による受信所耐雷トランス断

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいず						CFM		中 チュウ		7				○		7/27/13		0:00:00		7/27/13		2:19:00		2:19:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動、2度目の停止時に予備機と交換				約1460世帯　単独				観光渋滞により、現地出向が遅延

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいず						CFM		中 チュウ		7						7/27/13		7:00:00		7/27/13		9:03:00		2:03:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動、2度目の停止時に予備機と交換				約1460世帯　単独				観光渋滞により、現地出向が遅延

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		NHK						DTV		中 チュウ		7				○		7/27/13		7:58:47		7/27/13		12:02:24		4:03:37		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第11089号		NHK肥前富士DG　その他局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		肥前大和テレビＦＸに出向し障害部品を交換して復旧

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいず						CFM		中 チュウ		7						7/27/13		13:31:00		7/27/13		13:47:00		0:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動、2度目の停止時に予備機と交換				約1460世帯　単独				観光渋滞により、現地出向が遅延

				東北 トウホク				青森 アオモリ		青森放送 アオモリホウソウ						DTV		中 チュウ		7				○		7/27/13		14:24:00		7/27/13		14:48:00		0:24:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						東放第15号		JOGEあおもりほうそう
    ひろさきほうそうきょく。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		落雷による送信機保護動作		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		激しい落雷により、送信機のノッチング保護動作が働き、放送が中断。
その後、マスター勤務者がアラームを確認し、リモコンを使用し復旧作業に取り掛かる。
激しい落雷により各送信所から６０回以上の通報があり、監視制御用の電話回線が本社から接続できない状態が続いたが、この間、何度も接続を試みる。
監視制御用の電話回線が繋がり、送信機をリセットし復旧。				160,645世帯。単独

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				7				○		7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		15:33:45 地球局周辺の豪雨により受信不可
15:55:08 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

										AXNジャパン						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ミステリチャンネル						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										リーレ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ソネットエンターテインメント						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										デジタルアドベンチャー						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アニマックス						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										釣りビジョン ツ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ダイコク電機 デンキ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										エムオンエンターテインメント						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										フジテレビ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジャムティービー						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ザ・シネマ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イマックビーシー						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										大富 オオトミ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

										ウォルトディズニージャパン						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

										日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				7						7/27/13		19:46:14		7/27/13		19:47:01		0:00:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

										ミュージックバード						般 ハン				7						7/27/13		20:14:42		7/27/13		20:15:51		0:01:09		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム島田 シマダ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/29/13		7:49:00		7/29/13		9:10:00		1:21:00		設備故障 セツビコショウ		雷 カミナリ						海放第4871号		権現原送信所　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		落雷により商用電源の供給が停止。燃料枯渇により非常用発電機が停止、現地にてブレーカーを戻し正常放送に復旧。		事業者が自ら対応(その他)						37,183世帯				自動通報により停電通知はあったが発電機による放送継続を異常なしと誤認。燃料が枯渇し停波した。

										つくばテレビ						般 ハン				7				○		7/29/13		15:28:00		7/29/13		15:40:00		0:12:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		スケジュール更新後もオートメーションで番組が流れなかったため、手動復帰								スケジュールデータ不具合。前番組放送中にスケジュール更新を行った際発生したエラーに起因

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7				○		7/30/13		0:00:00		7/30/13		0:02:56		0:02:56		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		10:23:36		7/30/13		10:25:22		0:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		10:23:36		7/30/13		10:25:22		0:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		10:23:36		7/30/13		10:25:22		0:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		10:23:36		7/30/13		10:25:22		0:01:46		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		15:35:45		7/30/13		15:36:55		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		15:35:45		7/30/13		15:36:55		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		15:35:45		7/30/13		15:36:55		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		7						7/30/13		15:35:45		7/30/13		15:36:55		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム島田 シマダ						CFM		C親 オヤ		7				○		7/31/13		13:18:00		7/31/13		22:42:00		9:24:00		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン						海放第4873号。笹間中継局　海放第5104号。伊久美中継局　海放第5115号。北五和中継局						中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				電気通信事業者が対応		施設の他工事業者により放送用通信回線が切断
され無変調となった。
通信事業者により回線を復旧。				616世帯				放送監視装置の確認が遅れ、また自動通報回線が切断されたため切断把握が遅れた事から、通報回線にFOMA網を採用した。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/1/13		19:00:03		8/1/13		19:00:23		0:00:20		その他 タ		ソフトウエア不具合 フグアイ		INDIES Soundsが放送されず無音状態発生。										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ						影響世帯 81,474世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/2/13		1:27:02		8/2/13		1:27:03		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		自然故障 シゼンコショウ						関放第１５号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/3/13		5:45:15		8/3/13		6:02:51		0:17:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/3/13		5:45:15		8/3/13		6:02:51		0:17:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4241  号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/3/13		5:45:15		8/3/13		6:02:51		0:17:36		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２４０号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/3/13		5:45:15		8/3/13		6:02:51		0:17:36		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/3/13		5:45:15		8/3/13		6:02:51		0:17:36		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエム唐津 カラツ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/13		13:58:00		8/4/13		14:25:00		0:27:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						九放第10340号		ＦＭからつ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ						41,350世帯		単独

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエム コウチ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/4/13		14:15:00		8/4/13		14:20:00		0:05:00		停電 テイデン		雷 カミナリ								四放4153号				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(電源設備) チュウケイカイセンセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		ＵＰＳのリセット作業

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/5/13		15:16:37		8/5/13		15:16:38		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		NHK　R1						R		中 チュウ		8				○		8/5/13		18:50:43		8/5/13		19:38:37		0:47:54		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第43号		倉吉　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		落雷により故障したＵＰＳをバイパスして復旧				41627世帯　単独

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		NHK　R2						R		中 チュウ		8						8/5/13		18:50:43		8/5/13		19:38:37		0:47:54		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第43号		倉吉　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		落雷により故障したＵＰＳをバイパスして復旧				38300世帯　単独

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/6/13		15:14:58		8/6/13		15:15:01		0:00:03		停電 テイデン		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				近畿 キンキ				兵庫 ヒョウゴ		エフエム三木 ミキ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/7/13		15:35:00		8/7/13		15:40:00		0:05:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						近放第100039号		エフエムみき。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（電源設備）				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		２分３０秒後バックアップ電源（発電機）が起動、その後すべての機器が起動し復旧。				13,627世帯。単独。

						累 ルイ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				8				○		8/8/13		0:00:00		8/8/13		0:00:36		0:00:36		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		送出マトリクスのうち、フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		①映像：ノイズ、音声：無音
②映像：ノイズ、音声：音飛び
③映像：正常、音声：音飛び
19:00:50 予備系統に切替え、復旧								#707 日本映画専門チャンネル

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				8						8/8/13		18:59:57		8/8/13		19:00:27		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		送出マトリクスのうち、フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		①映像：ノイズ、音声：無音
②映像：ノイズ、音声：音飛び
③映像：正常、音声：音飛び
19:00:50 予備系統に切替え、復旧								#707 日本映画専門チャンネル

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				8						8/8/13		19:00:27		8/8/13		19:00:32		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		送出マトリクスのうち、フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		①映像：ノイズ、音声：無音
②映像：ノイズ、音声：音飛び
③映像：正常、音声：音飛び
19:00:50 予備系統に切替え、復旧								#707 日本映画専門チャンネル

						注 チュウ				日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				8						8/8/13		19:00:49		8/8/13		19:00:50		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		送出マトリクスのうち、フレームシンクロナイザ		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		①映像：ノイズ、音声：無音
②映像：ノイズ、音声：音飛び
③映像：正常、音声：音飛び
19:00:50 予備系統に切替え、復旧								#707 日本映画専門チャンネル

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/9/13		0:11:07		8/9/13		0:11:11		0:00:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第354号		函館FM ハコダテ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第359号                    北放第360号                    北放第412号                    北放第450号                    北放第462号                    北放第477号                    北放第567号		世帯数190043。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/9/13		0:11:07		8/9/13		0:11:11		0:00:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3631号		VICS函館FM ハコダテ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3632号。北放第3633号。北放第3634号。北放第3635号。北放第3636号。北放第3637号。北放第3638号		世帯数190043。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		重 ジュウ		北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		親 オヤ		8				○		8/10/13		1:34:53		8/10/13		1:52:54		0:18:01		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						北放第２５４８号		札幌超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		ＦＭ変調機器		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＦＭ変調器内の部品を予備と交換し復旧。		北放第２５５１号
札幌大通超短波放送局

北放第２５５２号
小樽超短波放送局		約１２６６１８８世帯。単独。				重大事故報告済み

				中国 チュウゴク				鳥取 トットリ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		8				○		8/10/13		14:23:21		8/10/13		21:39:10		7:15:49		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10975号		香取　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		不良部品を交換して回復				33世帯　共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/11/13		6:19:50		8/11/13		6:19:57		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号		STV遠別放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約2万世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		8						8/11/13		6:19:50		8/11/13		6:19:57		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				約2万1千560世帯。共建。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		NHK（DE）						DTV		プ		8				○		8/11/13		12:39:00		8/11/13		14:36:00		1:57:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		おおじろ固定（上位局）				海放第4442号		ＮＨＫ浜松ＤＥ、プラン局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置にて故障検知。系切替により復旧。現地出向し、故障機を修理。		海放第5419号。海放第4885号。海放第5452号。海放第5266号。海放第5224号。海放第4875号。海放第5321号。海放第5068号。海放第5156号。海放第5252号。海放第4908号。海放第5030号。海放第5447号。海放第5213号。海放第5358号。海放第5315号。海放第5342号		影響世帯数 488,194。共建

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		NHK（DE）						DTV		プ		8						8/11/13		12:39:00		8/11/13		14:36:00		1:57:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		おおじろ固定（上位局）				海放第4620号		ＮＨＫ島田ＤＥ、プラン局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置にて故障検知。系切替により復旧。現地出向し、故障機を修理。		海放第4620号。海放第5278号。海放第4810号。海放第4754号。海放第5061号。海放第5084号。海放第5093号。海放第5000号。海放第4906号。海放第5165号。海放第5071号		影響世帯数 245,135。共建

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		山陰中央テレビジョン サンインチュウオウ						DTV		親 オヤ		8				○		8/11/13		14:13:49		8/11/13		15:28:00		1:14:11		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中固第6421号		はちぶせやまテレビ。				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置より鳥取局放送中断の通報を受け、制御装置にて上位局である鉢伏山固定局のＴＴＬ送信装置の系切替を行い復旧		プラン中放第10521号。
中放第10612号。中放第10644号。
中放第10645号。中放第10661号。
中放第10662号。中放第10664号。
中放第10665号。中放第10666号。
中放第11125号。中放第11408号。
中放第11883号。中放第12024号。		８９,６９７世帯。　共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		TBS						DTV		中 チュウ		8				○		8/11/13		15:30:00		8/11/13		21:58:00		6:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第8208号		奥久慈男体DTV 中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		落雷と推測される事象により、TTL受信装置・予備系への自動切替装置・遠隔監視／制御装置が機能停止。現地出向し、予備系への手動切替にて復旧させた。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				関放第8473号(里美DTV)
関放第8718号(大子DTV)		影響世帯数8,256世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウエイ ハコダテヤマ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/11/13		16:29:48		8/11/13		16:31:28		0:01:40		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		はこだてエフエム親局				北放第2546号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		番組送出を手動に切替え当該パソコンを再起動。		その他の局
北放第3681号。北放第3682号。						約12万7千世帯。単独。

						累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/12/13		0:00:00		8/12/13		0:17:12		0:17:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第364号		羽幌FM ハボロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数5350。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3626号		VICS羽幌FM ハボロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数5350。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		8				○		8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4359号		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8						8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4361  号		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8						8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						羽幌局。プラン局		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8						8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		8						8/12/13		11:18:57		8/12/13		11:19:07		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/12/13		17:15:26		8/12/13		17:15:27		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/12/13		17:24:23		8/12/13		17:24:24		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				関東 カントウ		重 ジュウ		埼玉 サイタマ		すまいるエフエム						CFM		C親 オヤ		8				○		8/12/13		17:48:46		8/12/13		20:23:46		2:35:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第8108号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		ターミナルアダプタ		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		技術者によるTA入れ替えにより送受信が可能となったことを確認。様子を見たが、後に自然復旧した為、TAを元に戻した。

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				8						8/12/13		19:30:23		8/12/13		19:46:47		0:16:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				8						8/12/13		23:34:51		8/12/13		23:35:39		0:00:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北広島FM放送 キタヒロシマホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/14/13		16:55:00		8/14/13		17:22:00		0:27:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		音声コーデック		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		オンエアモニターにて故障検知　送信所にＰＣを設置し録音した番組を放送　１９日に代替機と交換								約２万５千世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウエイ ハコダテヤマ						CFM		中 チュウ		8				○		8/15/13		7:05:00		8/15/13		10:33:00		3:28:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		はこだてエフエム日浦中継				北放第3682号						中継回線設備		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				電気通信事業者が対応		NTTによる回線振替を実施。								約900世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		8				○		8/16/13		8:02:14		8/16/13		8:02:19		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第32号		江差R1　その他局 エサシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数19486。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		中 チュウ		8						8/16/13		8:02:14		8/16/13		8:02:19		0:00:05		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3３号		江差R２　その他局 エサシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数11677。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/16/13		8:18:45		8/16/13		8:19:02		0:00:17		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2502号		STV江差放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約6万5千世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 チュウ		8						8/16/13		8:18:48		8/16/13		8:18:57		0:00:09		その他 タ		その他 タ		江差R局の停電に伴い、自家発切替までの間STL送信装置が停止したため。				北放第2501号		北檜山ラジオ局。その他局。				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		左記時間音声断が発生。江差R局自家発切替により復旧。				約5千450世帯。単独。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/18/13		8:24:16		8/18/13		8:35:15		0:10:59		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線の欠相　送電線の欠相による異常電圧から機器を守るため、放送機の保護回路が働き停止した。				東放第１９号		IBC盛岡R　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		保護回路が働き放送機が停止となったが、技術部員がリモコンでリセットをかけて復旧となった。				747,533世帯。単独。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		8				○		8/20/13		0:00:00		8/20/13		0:00:06		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7065号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				336世帯。共建(全局)。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第364号		羽幌FM ハボロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数5350。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3626号		VICS羽幌FM ハボロ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数5350。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		8				○		8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4359号		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		8						8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4361  号		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8						8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						羽幌局。プラン局		羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		8						8/20/13		3:36:23		8/20/13		3:36:33		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								羽幌DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5136世帯。共建。				故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		8				○		8/20/13		15:51:18		8/20/13		15:54:35		0:03:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		アンテナ切替器が接続されたNFBがトリップし、保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第49号		福岡Ｒ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		現地にて送信機をローカルモードで起動し復旧。				約286万世帯		単独		・NFBトリップの原因は経年劣化（製造後11年）による不良 ・再発防止策として出力切替器電源の接続先を変更

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/20/13		16:09:30		8/20/13		16:09:33		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7065号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				336世帯。共建(全局)。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/20/13		16:09:34		8/20/13		16:09:36		0:00:02		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7065号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				336世帯。共建(全局)。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/20/13		16:09:37		8/20/13		16:09:38		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7065号		蔵王温泉局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				336世帯。共建(全局)。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/20/13		16:46:10		8/20/13		16:46:20		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第489号                    北放第2231号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/20/13		16:46:10		8/20/13		16:46:20		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号		VICS中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3657号。北放第3658号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいずのくに						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/13		0:00:00		8/21/13		0:55:00		0:55:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第5467号		FMずのくに				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		発電機からの電源供給で解決。				14780世帯

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/21/13		7:17:44		8/21/13		7:17:53		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		7:17:44 エンコーダ故障が発生
7:17:53 予備系統へ切替え								#587 スカチャン7

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム　みしま・かんなみ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/21/13		19:26:00		8/21/13		20:46:00		1:20:00		設備故障 セツビコショウ		停電 テイデン		ＵＰＳの不調が影響した電源断のショックが原因と考えられる。				海放第４０３１号		エフエムみしま・かんなみ				中継回線設備		中継回線設備(その他)		送出用コーディック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		停電発生時の影響で、演奏所から送信所に音源を送るコーデックとスタジオとの接続が途切れた。職員が復旧のため、業者と電話で相談しながら作業し、コーデックを再起動して復帰させた。				約5万8千世帯。単独

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいずのくに						CFM		C親 オヤ		8						8/21/13		19:36:00		8/21/13		20:05:00		0:29:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第5467号		FMずのくに				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		発電機からの電源供給で解決。				14780世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエムいず						CFM		中 チュウ		8				○		8/21/13		19:43:00		8/21/13		19:52:00		0:09:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放5471号		土肥局　中継局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		IPコーデック		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		放送ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにて無音状態を確認後、現地出向し、再起動				約1460世帯　単独				【対策済み】
①雷サージ取り付け（TA入力前、コーデック入力前に各1台づつ）
②自動再起動装置、無音感知後、コーデックの再起動をかける

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		エフエムいずのくに						CFM		C親 オヤ		8						8/21/13		20:50:00		8/21/13		21:16:00		0:26:00		停電 テイデン		その他 タ						海放第5467号		FMずのくに				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		発電機の燃料切		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		発電機のガスボンベを交換した。				14780世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/22/13		8:02:24		8/22/13		8:02:25		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエムいず						CFM		C親 オヤ		8				○		8/22/13		9:15:00		8/22/13		10:30:00		1:15:00		停電 テイデン		雷 カミナリ						海放5468号		修善寺局　親局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		放送モニタリングで無音状態確認後、現地に向かいブレーカー（市役所共用大元）を上げて復旧				約5390世帯　単独				停電後、UPS（5時間程）
稼働している間に点検を実施する

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/22/13		15:57:29		8/22/13		15:57:36		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3241号		STV遠別放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約2万世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		8						8/22/13		15:57:29		8/22/13		15:57:36		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線障害				北放第3242号		遠別ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				約2万1千560世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		プ		8				○		8/22/13		15:57:32		8/22/13		15:57:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第67号		遠別R１　プラン局 エンベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数22244。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		プ		8						8/22/13		15:57:32		8/22/13		15:57:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第6８号		遠別R２　プラン局 エンベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数9847。単独。						故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		大分 オオイタ		ゆふいんラヂオ局 キョク						CFM		C親 オヤ		8				○		8/22/13		17:10:00		8/23/13		7:18:00		14:08:00		停電 テイデン		雷 カミナリ		落雷による、商用電源とブレーカーのダウン。				九放１１３０５号		ゆふいんラヂオ局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		監視装置にて、停電検知。無停電電源装置の稼働により４０分間放送を継続するも、その後放送停止。商用電源復旧により自動再投入するはずのブレーカーが機能せず、放送停止が継続。雷・大雨等悪天候のため、翌日朝現地出向し、ブレーカーを戻し電力復旧。放送開始。				4,335世帯　単独				悪天候のため、現地出向が遅延。

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		エフエム江戸川 エドガワ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/22/13		22:56:24		8/23/13		9:11:41		10:15:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ												中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		送信所設置のコーデック内のDA回路		電気通信事業者が対応

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/23/13		0:00:00		8/23/13		0:03:05		0:03:05		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4305号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

						累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				8				○		8/23/13		0:00:00		8/23/13		0:10:06		0:10:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				8						8/23/13		13:48:06		8/23/13		13:54:21		0:06:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				8						8/23/13		15:14:33		8/23/13		15:18:24		0:03:51		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		15:56:15		8/23/13		15:57:47		0:01:32		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4305号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		15:56:15		8/23/13		15:57:47		0:01:32		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4306  号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		15:56:15		8/23/13		15:57:47		0:01:32		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４３１４号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		15:56:15		8/23/13		15:57:47		0:01:32		停電 テイデン		停電 テイデン								丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		16:14:30		8/23/13		16:16:03		0:01:33		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4305号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		16:14:30		8/23/13		16:16:03		0:01:33		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4306  号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		16:14:30		8/23/13		16:16:03		0:01:33		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４３１４号		丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/23/13		16:14:30		8/23/13		16:16:03		0:01:33		停電 テイデン		停電 テイデン								丸瀬布DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				927世帯。民共。				故障した設備は無し。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		8						8/23/13		18:04:19		8/23/13		18:04:20		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/23/13		20:09:42		8/23/13		20:09:56		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第2502号		STV江差放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約6万5千世帯。単独。				故障した設備は無し。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		東九州コミュニティ放送 ヒガシキュウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/23/13		20:30:00		8/23/13		21:40:00		1:10:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						九放第8678号		スターコーンFM　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		送信所からの割り込み放送、専用回線の復旧		電気通信事業者が対応						35,881世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		0:00:00		8/24/13		0:07:08		0:07:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムなかそらち						CFM		C親 オヤ		8				○		8/24/13		8:15:00		8/24/13		9:35:00		1:20:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第3653号		エフエムなかそらち				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ										送信機の無停電装置に落雷があり、動作不良により停波

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:20:56		8/24/13		8:25:06		0:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:20:56		8/24/13		8:25:06		0:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4241  号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:20:56		8/24/13		8:25:06		0:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２４０号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:20:56		8/24/13		8:25:06		0:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:20:56		8/24/13		8:25:06		0:04:10		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:21:03		8/24/13		8:21:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第34号		留萌R1　その他局 ルモイ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数16589。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		中 チュウ		8						8/24/13		8:21:03		8/24/13		8:21:13		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3５号		留萌R２　その他局 ルモイ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数16480。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第358号		芦別FM アシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数9684。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3254号		VICS芦別FM アシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				世帯数9684。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:30		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:25:32		8/24/13		9:39:19		1:13:47		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4646号		赤平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5110世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4929号		北芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:52		0:03:20		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4054号		上砂川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				2110世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:30		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4241  号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		9:39:19		1:13:47		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4648  号		赤平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5110世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4927 号		北芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:52		0:03:20		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4050  号		上砂川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				2110世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:30		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２４０号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		9:39:19		1:13:47		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４６４７号		赤平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5110世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４９２６号		北芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:52		0:03:20		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０４８号		上砂川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				2110世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:30		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		9:39:19		1:13:47		停電 テイデン		停電 テイデン								赤平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5110世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								北芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:52		0:03:20		停電 テイデン		停電 テイデン								上砂川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				2110世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:30		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		9:39:19		1:13:47		停電 テイデン		停電 テイデン								赤平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				5110世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:25:42		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								北芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				148世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:32		8/24/13		8:28:52		0:03:20		停電 テイデン		停電 テイデン								上砂川DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				2110世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		8:25:33		8/24/13		8:28:08		0:02:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4552号		西芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				863世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:33		8/24/13		8:28:08		0:02:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4554  号		西芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				863世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:33		8/24/13		8:28:08		0:02:35		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４５５３号		西芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				863世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:33		8/24/13		8:28:08		0:02:35		停電 テイデン		停電 テイデン								西芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				863世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		8:25:33		8/24/13		8:28:08		0:02:35		停電 テイデン		停電 テイデン								西芦別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				863世帯。共建。				故障した設備は無し。

										BS-TBS						幹 ミキ				8				○		8/24/13		11:41:12		8/24/13		11:52:20		0:11:08		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		番組サーバ内のプログラムのバグ。				信放第2178号　		安塚ＦＣＭ局。				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		番組サーバソフトウェア不具合改修完了				1479世帯　単独		単独 タンドク

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/24/13		12:19:20		8/24/13		12:21:37		0:02:17		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		12:19:20		8/24/13		12:21:37		0:02:17		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		12:19:20		8/24/13		12:21:37		0:02:17		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/24/13		12:19:20		8/24/13		12:21:37		0:02:17		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/24/13		16:31:33		8/24/13		16:31:47		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第691号		STV名寄放送局(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				約3万世帯。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		8				○		8/25/13		1:38:53		8/25/13		1:41:02		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/25/13		1:38:53		8/25/13		1:41:02		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4241  号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/25/13		1:38:53		8/25/13		1:41:02		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２４０号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						8/25/13		1:38:53		8/25/13		1:41:02		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		8						8/25/13		1:38:53		8/25/13		1:41:02		0:02:09		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				8				○		8/25/13		10:55:08		8/25/13		10:58:54		0:03:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		フレームシンクロナイザ										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		10:55:08 音声にノイズを認知
10:58:54 予備系統へ切替え								#946 パラダイステレビＨＤ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		8				○		8/26/13		18:58:00		8/26/13		18:59:15		0:01:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3782号		旭川DTV局 プラン局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		マスター送出設備故障による映像音声断。
運用系切替により復旧。		北放第3872,4113,4031,
4222,4548,4154,3884,
4359,4542,4187,4243,
4239,4297,4658,4635,
4638,4642,4654,4650,
4117,4629,4495,4499,
4310,4754,4539,4758,
4260,4750,4573,4568,
4024,4053号		349103世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		8				○		8/26/13		18:58:00		8/26/13		18:59:15		0:01:15		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3783号		網走DTV局 プラン局				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		マスター送出設備故障による映像音声断。
運用系切替により復旧。		北放第3872,4113,4031,
北放第3813,3995,4233,
3922,4173,4305,4520,
3964,3856,4206,4210,
4183,4804,4768,4818,
4074,4935号		140575世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/27/13		15:50:27		8/27/13		15:50:37		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第489号                    北放第2231号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/27/13		15:50:27		8/27/13		15:50:37		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号		VICS中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3657号。北放第3658号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		中 チュウ		8				○		8/27/13		19:04:07		8/27/13		19:45:19		0:41:12		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第1466号		STV留萌放送局(その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		送信機保護動作回復後、復帰				1.5万世帯。単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/27/13		21:44:26		8/27/13		21:44:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1704号		ニセコFM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第457号　　　　　　　　　　　　　　　北放第1157号		世帯数16759。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/27/13		21:44:26		8/27/13		21:44:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3260号		VICSニセコFM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3252号。北放第3253号		世帯数16759。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		8				○		8/28/13		7:05:21		8/28/13		7:05:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第32号		江差R1　その他局 エサシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数19486。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		中 チュウ		8						8/28/13		7:05:21		8/28/13		7:05:31		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3３号		江差R２　その他局 エサシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数11677。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		STVラジオ						R		プ		8				○		8/28/13		10:51:56		8/28/13		10:52:38		0:00:42		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第100号		STV旭川放送局（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						約22万5千世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		中 チュウ		8						8/28/13		13:03:21		8/28/13		13:03:32		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン						北放２５４９号		旭川超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		北電停電により停波。自家発電装置起動により復旧。				約１７１１６７世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		8				○		8/28/13		13:03:21		8/28/13		13:03:32		0:00:11		停電 テイデン		停電 テイデン		ほくでん事故停電				北放第１２２１号		旭川FM アサヒカワ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応						171,167/共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		8				○		8/28/13		13:03:22		8/28/13		13:03:26		0:00:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第351号		旭川FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第361号                    北放第362号                    北放第363号                    北放第364号                    北放第365号                    北放第366号                    北放第386号                    北放第406号                    北放第478号                    北放第545号		世帯数283915。単独				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		8						8/28/13		13:03:22		8/28/13		13:03:26		0:00:04		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3619号		VICS旭川FM　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3620号。北放第3621号。北放第3622号。北放第3623号。北放第3624号。北放第3625号。北放第3626号。北放第3627号。北放第3628号。北放第3629号。北放第3259号		世帯数283915。単独				故障した設備は無し。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		VICS福井 フクイ						FM		中 チュウ		8						8/30/13		14:30:00		8/30/13		17:55:00		3:25:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2158号		VICS輪島町野。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信変換ユニットの不良		他の放送事業者が対応		NHKの監視装置にて故障検知。NHKが出向し予備品に交換して回復。				924世帯。単独。

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		ＮＨＫ						FM		中 チュウ		8				○		8/30/13		14:30:00		8/30/13		17:55:00		3:25:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送信変換ユニットの不良				陸放第267号		VICS輪島町野。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信変換ユニットの不良		事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		監視装置にて故障検知。出向し予備品に交換して回復。				924世帯。単独。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FM		親 オヤ		8				○		8/30/13		14:37:15		8/30/13		14:37:22		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第1882号		津超短波放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FCM		親 オヤ		8						8/30/13		14:37:15		8/30/13		14:37:22		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4014号		津超短波文字多重放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		東九州コミュニティ放送 ヒガシキュウシュウホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/30/13		20:50:00		8/30/13		21:15:00		0:25:00		回線障害 カイセンショウガイ		雷 カミナリ						九放第8678号		スターコーンFM　親局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		送信所からの割り込み放送、専用回線の復旧		電気通信事業者が対応						35,881世帯　単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8				○		8/31/13		0:00:00		8/31/13		0:02:27		0:02:27		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8						8/31/13		1:48:01		8/31/13		1:48:28		0:00:27		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8						8/31/13		1:49:11		8/31/13		1:49:50		0:00:39		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8						8/31/13		1:53:44		8/31/13		1:54:11		0:00:27		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8						8/31/13		1:58:45		8/31/13		1:59:09		0:00:24		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		8						8/31/13		4:40:39		8/31/13		4:41:09		0:00:30		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ		重 ジュウ		鹿児島 カゴシマ		きもつきコミュニティ放送 ホウソウ						CFM		C親 オヤ		8				○		8/31/13		19:10:00		9/4/13		15:45:00		92:35:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第8923号		きもつきコミュニティエフエム　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		演奏所に居合わせた理事、スタッフが停波を確認。送信機の故障と判断し放送設備導入業者のMTS社(福島市）に代替機を至急手配。
後日、到着した代替送信機に交換して復旧				6,267世帯　単独				故障と判断して修理依頼した結果、送信機に異常は見られず設定がoffになっていることが判明した。
当時は、継続的に落雷が発生し、その影響で送信機の設定誤動作したことが原因と推測される。

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		サガテレビ						DTV		プ		8				○		8/31/13		20:25:27		8/31/13		20:52:10		0:26:43		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第9303号		呼子局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置にて故障検知。現地出向し、系切替

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビ						DTV		親 オヤ		8				○		8/31/13		21:21:28		8/31/13		21:25:13		0:03:45		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				東放第6701号		さくらんぼデジタルテレビジョン。親局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		悪天候の回復により自然復旧。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				プラン 東放第6821号。プラン 東放第6855号。プラン 東放第6868号。東放第6870号。東放第6871号。東放第6872号。東放第6873号。東放第7061号。東放第7062号。東放第7405号。東放第7406号。東放第7407号。東放第7408号。東放第7409号。東放第7410号。		272251世帯。単独。

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエム コウチ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/1/13		0:00:00		9/1/13		0:02:00		0:02:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		UPS交換作業のためメンテナンス告知の上電源設備の交換を実施						四放4153号				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(その他)		ＵＰＳなどの増設交換作業								電源設備強化のためＵＰＳなどの交換作業

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		エフエム８０２						FM		親 オヤ		9				○		9/1/13		0:00:00		9/1/13		0:00:27		0:00:27		その他 タ		その他 タ		TAKE-BOX(放送イベント発行用のTAKE信号発生装置)コネクタ部から外来ノイズが混入したため、マスター装置(APC)が誤動作。				近放第５０３５号		ｴﾌｴﾑはちまるに。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		TAKE-BOX		事業者が自ら対応(その他)		マスター要員が手動でバックアップCDを送出した。		近放第５０３６号		約449万世帯。単独。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						R		中 チュウ		9				○		9/1/13		2:35:47		9/1/13		2:36:22		0:00:35		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の多発により機器の保護回路が働き送信機が停止したため。				九放第63号		大牟田Ｒ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		本社からリモコンにより機器リセット及び送信機を再起動し復旧。				約54万世帯		単独

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○		9/1/13		5:55:28		9/1/13		5:55:43		0:00:15		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		本社演奏所設置のSTL送信設備において落雷の影響と思われる機器異常が発生したため				九放第8886号		ＫＫＢ鹿児島ＤＴＶ　親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						316,480世帯。KKB単独。				機器異常の原因は雷の影響と思われる。STL障害のため全中継局に影響あり。

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		エフエムむさしの						CFM		C親 オヤ		9				○		9/1/13		5:59:09		9/1/13		8:50:50		2:51:41		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						開放第3751号		むさしのFM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		7:10　むさしのFM社員　久保田係長出社　無音状態に気づき、調査開始。
7:10　ホームページとツイッターで、放送停止中のことを告知。
7:10　総務省関東総合通信局放送部放送課長殿および放送課長補佐殿に現状報告の電話をする。
7:10　技術関連業者((株)エス・シー・アライアンス）に現状報告電話。
8:20　緊急放送室で、技術関連業者と電話連絡しながら点検開始。
8:50　市役所からの割込み放送装置が原因と特定。FM側の割込みを受ける装置の電源をオフし、放送が通常復帰した。
13:00　防災課の担当職								約3000世帯　共建

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		エフエム８０２						FM		親 オヤ		9						9/1/13		18:48:11		9/1/13		18:48:30		0:00:19		その他 タ		その他 タ		TAKE-BOX(放送イベント発行用のTAKE信号発生装置)コネクタ部から外来ノイズが混入したため、マスター装置(APC)が誤動作。				近放第５０３５号		ｴﾌｴﾑはちまるに。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		TAKE-BOX		事業者が自ら対応(その他)		マスター要員が手動でバックアップCDを送出した。		近放第５０３６号		約449万世帯。単独。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		エフエム８０２						FM		親 オヤ		9						9/1/13		18:50:22		9/1/13		18:50:30		0:00:08		その他 タ		その他 タ		TAKE-BOX(放送イベント発行用のTAKE信号発生装置)コネクタ部から外来ノイズが混入したため、マスター装置(APC)が誤動作。				近放第５０３５号		ｴﾌｴﾑはちまるに。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		TAKE-BOX		事業者が自ら対応(その他)		マスター要員が手動でバックアップCDを送出した。		近放第５０３６号		約449万世帯。単独。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		エフエムcocolo						FM		親 オヤ		9				○		9/1/13		18:56:28		9/1/13		18:56:49		0:00:21		その他 タ		その他 タ		TAKE-BOX(放送イベント発行用のTAKE信号発生装置)コネクタ部から外来ノイズが混入したため、マスター装置(APC)が誤動作。				近放第5796号		ｴﾌｴﾑｺｺﾛ。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		TAKE-BOX		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		マスター設備が自動でフィラー素材を送出				約631万世帯。単独。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島讀賣テレビ カゴシマヨミウリ						DTV		中 チュウ		9						9/2/13		10:00:00		9/2/13		14:52:00		4:52:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力設備および放送設備の電源部破損				九放第10070号		KYT吹上永吉DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		出向し障害部品および九州電力のヒューズを交換し復旧				321世帯。共建				G、E、MBC、KTS、KKBと共建　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島放送 カゴシマホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/2/13		10:00:00		9/2/13		14:52:00		4:52:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力設備および放送設備の電源部破損				九放第10073号		ＫＫＢ吹上永吉ＤＴＶ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		出向し障害部品および九州電力のヒューズを交換し復旧				321世帯。共建				G、E、MBC、KTS、KKBと共建　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ カゴシマ						DTV		中 チュウ		9						9/2/13		10:00:00		9/2/13		14:52:00		4:52:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力設備および放送設備の電源部破損				九放第10056号		KTS吹上永吉DTV　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		出向し障害部品および九州電力のヒューズを交換し復旧				321世帯。共建				G、E、MBC、KTS、KKBと共建　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/2/13		10:00:00		9/2/13		14:52:00		4:52:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力設備および放送設備の電源部破損				九放第10061号		MBC吹上永吉DTVその他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		出向し障害部品および九州電力のヒューズを交換し復旧				321世帯。共建				G、E、MBC、KTS、KKBと共建　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		NHK						DTV		中 チュウ		9				○		9/2/13		10:00:00		9/2/13		14:52:00		4:52:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		落雷による九州電力設備および放送設備の電源部破損				九放第10180号　九放第10182号		NHK吹上DG　その他局　NHK吹上DE　その他局 フキアゲフキアゲ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		出向し障害部品および九州電力のヒューズを交換し復旧				321世帯。共建				G、E、MBC、KTS、KKBと共建　

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FM		親 オヤ		9				○		9/2/13		13:56:41		9/2/13		13:56:48		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第1882号		津超短波放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

				東海 トウカイ				三重 ミエ		三重エフエム放送 ミエホウソウ						FCM		親 オヤ		9						9/2/13		13:56:41		9/2/13		13:56:48		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4014号		津超短波文字多重放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)				海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。				単独 タンドク

		最長のさくらんぼテレビを計上 サイチョウケイジョウ		東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		0:00:00		9/3/13		0:00:42		0:00:42		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9				○		9/3/13		0:00:00		9/3/13		0:04:40		0:04:40		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:11:13		9/3/13		8:12:23		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:11:13		9/3/13		8:12:23		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:11:13		9/3/13		8:12:23		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:11:13		9/3/13		8:12:23		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:13:20		9/3/13		8:14:30		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:13:20		9/3/13		8:14:30		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:13:20		9/3/13		8:14:30		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:13:20		9/3/13		8:14:30		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:28:12		9/3/13		8:29:22		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:28:12		9/3/13		8:29:22		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:28:12		9/3/13		8:29:22		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:28:12		9/3/13		8:29:22		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:29:58		9/3/13		8:31:08		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3962号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:29:58		9/3/13		8:31:08		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第 4698 号。		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:29:58		9/3/13		8:31:08		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第４６９７号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		8:29:58		9/3/13		8:31:08		0:01:10		停電 テイデン		停電 テイデン								本別DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		北放第4696号		3314世帯。民共。				故障した設備は無し。

										スカイエー						幹 ミキ				9				○		9/3/13		15:00:00		9/3/13		15:07:23		0:07:23		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		オペﾚｰﾄミスにより誤った番組運行データを送信。映像フリーズ、音声無音となる。										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		ＴＴＬ受信空中線		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		出向し不良個所を修復して回復				266世帯

										スカイ・エー						般 ハン				9				○		9/3/13		15:00:00		9/3/13		15:07:23		0:07:23		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		オペﾚｰﾄミスにより誤った番組運行データを送信。映像フリーズ、音声無音となる。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		プレイアウト設備		事業者が自ら対応(その他)		手動でお断りテロップを送出後、データ修復し正常の放送に復旧。								#285 スカイ・A　sports＋

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		18:50:05		9/3/13		18:50:16		0:00:11		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビ						DTV		中 チュウ		9				○		9/3/13		18:51:11		9/3/13		18:52:21		0:01:10		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				東放第7372号		SAY温海DTV。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		悪天候の回復により自然復旧。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						1092世帯。共建。

				東北 トウホク		累 ルイ		山形 ヤマガタ		山形放送 ヤマガタホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		18:51:27		9/3/13		18:51:58		0:00:31		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		フェージングによる				東放第7369号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		故障設備無し		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		天候回復により復旧。				1092世帯。共建。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形テレビ ヤマガタ						DTV		中 チュウ		9						9/3/13		18:51:47		9/3/13		18:52:04		0:00:17		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨　降雨減衰によるTTL回線断が発生。 コウウ				東放第7365号		温海DTV局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)		TTL受信装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		監視装置にて異常検知。
障害状況確認中に自然復旧。				1092世帯。共建。

				東海 トウカイ		重 ジュウ		岐阜 ギフ		シティエフエムぎふ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/4/13		20:02:56		9/5/13		20:04:19		24:01:23		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第4261		シティエフエムぎふ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		コーデック		電気事業者が対応		演奏所にてモニター中に異常検知。送信所に出向き、コーデックの交換。				191744世帯				悪天候の為、送信所からの直接放送の遅れ。予備機の手配の遅れ。

						累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/5/13		0:00:00		9/5/13		0:21:06		0:21:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		0:47:31		9/5/13		0:50:18		0:02:47		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		5:03:08		9/5/13		5:13:26		0:10:18		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/5/13		5:05:50		9/5/13		5:05:59		0:00:09		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		番組供給元であるミュージックバードからの音声断による障害										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(その他)		フィラー音声起動				影響世帯 81,474世帯

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		横浜コミュニティ放送 ヨコハマ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/5/13		6:55:00		9/5/13		9:47:23		2:52:23		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷の影響による発電機の故障				関放第5738号						中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備(その他)		送信所側DSU		電気通信事業者が対応		監視担当者による障害検知後、送信所にて原因箇所特定し、電気通信事業者に対応依頼。リモート復旧操作にて回線復帰。								別途「重大な事故報告書」を提出いたしました。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡エフエム放送 シズオカホウソウ						FM		中 チュウ		9				○		9/5/13		7:06:00		9/5/13		10:35:00		3:29:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷により現用予備とも送信機電源ﾋｭｰｽﾞ断線				海放第3487号		東伊豆FM　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置にて感知。現地出向を依頼、部品交換実施。				6900世帯　単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡エフエム放送 シズオカホウソウ						FCM		中 チュウ		9						9/5/13		7:06:00		9/5/13		10:35:00		3:29:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷により現用予備とも送信機電源ﾋｭｰｽﾞ断線				海放第4011号		東伊豆FCM  中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		監視通報装置にて感知。現地出向を依頼、部品交換実施。				6900世帯　単独

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		7:22:17		9/5/13		7:26:29		0:04:12		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		7:39:04		9/5/13		7:40:23		0:01:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		7:41:56		9/5/13		7:42:11		0:00:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/5/13		7:50:26		9/5/13		7:52:41		0:02:15		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		エフエム伊東 イトウ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/5/13		11:05:00		9/6/13		13:50:00		26:45:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						海放第４１７１号						中継回線設備		中継回線設備(その他)		ISDNコーデック、ターミナルアダプタ		事業者が自ら対応(その他)		コーデック、ターミナルアダプタを交換。		海放第４１７１号		約2万2千世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		9				○		9/5/13		15:14:18		9/5/13		15:14:28		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第366号		知駒FM チコマ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第365号                    北放第386号                    北放第733号		世帯数36442。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		9						9/5/13		15:14:18		9/5/13		15:14:28		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3621号		VICS知駒FM チコマ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3623号。北放第3624号。北放第3627号		世帯数36442。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R1						R		中 チュウ		9				○		9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第３９号		今金R1　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数5487。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK　R２						R		中 チュウ		9						9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第69号		今金R２　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧		世帯数5323。単独。						故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		9				○		9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4285号		北檜山DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		北電停電により停波（蓄電池なし）。
自家発起動により復旧。				5228世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		9						9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4287 号		北檜山DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		北電停電により停波（蓄電池なし）。
自家発起動により復旧。				5228世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9						9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２８６号		北檜山DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		北電停電により停波（蓄電池なし）。
自家発起動により復旧。				5228世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		9						9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								北檜山DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		北電停電により停波（蓄電池なし）。
自家発起動により復旧。				5228世帯。共建。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		9						9/6/13		10:08:08		9/6/13		10:08:18		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン								北檜山DTV局 プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		北電停電により停波（蓄電池なし）。
自家発起動により復旧。				5228世帯。共建。				故障した設備は無し。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9				○		9/7/13		0:00:00		9/7/13		12:27:52		0:02:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		九州朝日放送 キュウシュウアサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○		9/7/13		0:00:00		9/7/13		0:00:13		0:00:13		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		地震速報訓練中に間違って速報スーパーＯＮボタンが押された。訓練方法の安全対策不十分。				九放第8890号		福岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備		ニューススタジオ調整卓		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		ＯＦＦボタン操作				約220万世帯　単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		9				○		9/7/13		5:21:00		9/7/13		5:21:09		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9						9/7/13		12:27:31		9/7/13		12:27:52		0:00:21		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9						9/7/13		12:32:12		9/7/13		12:32:25		0:00:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		九州朝日放送 キュウシュウアサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/7/13		21:04:25		9/7/13		21:04:28		0:00:03		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		地震速報訓練中に間違って速報スーパーＯＮボタンが押された。訓練方法の安全対策不十分。				九放第8890号		福岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備		ニューススタジオ調整卓		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		ＯＦＦボタン操作				約220万世帯　単独

				九州 キュウシュウ		累 ルイ		福岡 フクオカ		九州朝日放送 キュウシュウアサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/7/13		21:04:31		9/7/13		21:04:41		0:00:10		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		地震速報訓練中に間違って速報スーパーＯＮボタンが押された。訓練方法の安全対策不十分。				九放第8890号		福岡局　親局				番組送出設備		番組送出設備		ニューススタジオ調整卓		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		ＯＦＦボタン操作				約220万世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		8						9/7/13		23:21:59		9/8/13		0:43:36		1:21:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４２４０号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9				○		9/7/13		23:21:59		9/8/13		0:43:36		1:21:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4239号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/7/13		23:21:59		9/8/13		0:43:36		1:21:37		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4241  号		小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/7/13		23:21:59		9/8/13		0:43:36		1:21:37		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/7/13		23:21:59		9/8/13		0:43:36		1:21:37		停電 テイデン		停電 テイデン								小平DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波
自家発電装置起動により復旧				251世帯。民共。				故障した設備は無し。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9						9/8/13		4:17:27		9/8/13		4:17:48		0:00:21		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9						9/8/13		7:42:52		9/8/13		7:43:36		0:00:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

										ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/8/13		17:20:12		9/8/13		17:21:00		0:00:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スカパーJSAT						幹 ミキ				9				○		9/8/13		17:24:04		9/8/13		17:28:18		0:04:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		地球局設備(空中線系)		降雨によるアップリンク電波の減衰		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		降雨強度が弱くなるまで待機

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/8/13		0:00:00		9/8/13		0:05:08		0:05:08		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		17:27:18 地球局周辺の豪雨により受信不可
17:30:58 自然復旧								一部を除くH.264 全チャンネル

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9						9/8/13		17:27:18		9/8/13		17:30:58		0:03:40		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		17:27:18 地球局周辺の豪雨により受信不可
17:30:58 自然復旧								一部を除くH.264 全チャンネル

										日本アミューズメント放送 ニホンホウソウ						般 ハン				9						9/8/13		17:27:18		9/8/13		17:30:58		0:03:40		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										スカパー！536ch　パチンコ★パチスロTV！ HD
アップリンク降雨減衰

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		17:31:09 地球局周辺の豪雨により受信不可
17:31:37 自然復旧								一部を除くJCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

										IMAGICA						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										TBS						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ターナージャパン						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										キッズステーション						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イーステーション						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										松竹BC ショウチク						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										MTVネットワーク						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アスパイアビジョン						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日活 ニッカツ						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アトスインターナショナル						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										つくばテレビ						般 ハン				9						9/8/13		17:31:09		9/8/13		17:31:37		0:00:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アスパイアビジョン						般 ハン				9				○		9/8/13		17:36:30		9/8/13		17:36:31		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		17:36:30 送信装置が故障
17:36:31 送信装置を予備系統へ切替え、復旧								#905 ブルーチェリー（チェリーボム）

										車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				9						9/8/13		17:36:30		9/8/13		17:36:31		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		17:36:30 送信装置が故障
17:36:31 送信装置を予備系統へ切替え、復旧

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				9						9/8/13		17:36:30		9/8/13		17:36:31		0:00:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		17:36:30 送信装置が故障
17:36:31 送信装置を予備系統へ切替え、復旧

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		愛媛朝日テレビ エヒメアサヒ						DTV		親 オヤ		9				○		9/8/13		21:56:15		9/8/13		21:58:21		0:02:06		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						四放題４２３２号		松山局（親局）				番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		故障設備はないが、マスターにおいて送出順の設定を誤ったもの		事業者が自ら対応(その他)		自動番組送出装置において、運用実績のない構成のプログラムで、送出順の設定を誤り手動にて送出対応した。						区域内世帯数528,000世帯		対策として運用実績のない構成のプログラムの場合、事前にテストデータにより動作確認することとした。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/8/13		22:10:00		9/9/13		6:38:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第４１８４号		訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		9				○		9/8/13		22:10:00		9/9/13		6:38:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第4183号		訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/8/13		22:10:00		9/9/13		6:38:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第 4185  号		訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/8/13		22:10:00		9/9/13		6:38:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ								訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/8/13		22:10:00		9/9/13		2:05:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ								訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/9/13		0:00:00		9/9/13		0:00:27		0:00:27		その他 タ		その他 タ		送信アンテナ特性の悪化				近放第28号		ABC大阪R。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		早朝にアンテナ特性調整を行い、放送開始時には良好であったが、時間と共に悪化し、進行波電力が増加したため、厳しく送信電力を監視していた監視装置が異常と判断し、自動で送信機が切替わる間、停波した。				約1080万世帯　単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						R		親 オヤ		9						9/9/13		14:51:32		9/9/13		14:51:35		0:00:03		その他 タ		その他 タ		送信アンテナ特性の悪化				近放第28号		ABC大阪R。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		早朝にアンテナ特性調整を行い、放送開始時には良好であったが、時間と共に悪化し、進行波電力が増加したため、厳しく送信電力を監視していた監視装置が異常と判断し、自動で送信機が切替わる間、停波した。				約1080万世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/9/13		15:28:30		9/9/13		15:41:49		0:13:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4112号		知駒中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		機器障害により放送波の品質が劣化し受信不可となる。待機側放送機に切り替えて復旧。		プラン北放第4547号。プラン北放第4221号。北放第4259号。北放第4637号。北放第4541号。北放第4634号。北放第4641号。北放第4649号。北放第4757号。北放第4753号。		約35,680世帯。共建。

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						R		親 オヤ		9						9/9/13		16:01:12		9/9/13		16:01:36		0:00:24		その他 タ		その他 タ		送信アンテナ特性の悪化				近放第28号		ABC大阪R。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（空中線系) クウチュウセンケイ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		アンテナ特性が悪化していた上に、車２台がアンテナ付近を走行したため更に悪化し、送信機保護回路が働き、減力動作や送信機切替に伴う停波が発生した。				約1080万世帯　単独

										競馬・農林水産情報衛星通信機構						幹 ミキ				9				○		9/9/13		21:00:05		9/9/13		21:00:07		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		静止画ファイル										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(系切替)										ＢＳ第７９号 黒味送出

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		9						9/9/13		5:45:00		9/9/13		6:38:00		8:28:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ								訓子府DTV局 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				他の放送事業者が対応		落雷の影響による送信共用器の損傷により停波。
代替器交換により復旧。				1419世帯。民共。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		親 オヤ		9				○		9/10/13		4:42:10		9/10/13		4:42:31		0:00:21		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		原因は現在も調査中				近放第100648号		大阪局。親局				中継回線設備		中継回線設備(送信設備) ソウシンセツビ		ＫＴＶおおさかテレビ固定局		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ送信機を2号系統から1号系統に切替えた。				約800万世帯。単独

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/10/13		5:00:03		9/10/13		5:31:11		0:31:08		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		5:00:03 実際の番組尺と入力された番組尺の相違により、映像黒味・無音状態が発生
5:31:11 緊急静止画送出の後復旧								#639 Music Japan TV HD

										アトスインターナショナル						般 ハン				9						9/10/13		5:00:03		9/10/13		5:31:11		0:31:08		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		5:00:03 実際の番組尺と入力された番組尺の相違により、映像黒味・無音状態が発生
5:31:11 緊急静止画送出の後復旧								Music Japan TV

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/10/13		14:29:28		9/10/13		14:29:31		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第28号		ABC大阪R。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備（その他） タ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		音声変調監視器が低いレベルの音声入力時に正常であるにもかかわらず、異常と判断し、自動で送信機が切替わる間、停波した。				約1080万世帯　単独

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送 ヤマナシホウソウ						R		親 オヤ		9				○		9/10/13		21:15:30		9/10/13		21:20:02		0:04:32		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＭＯディスクの故障				関放第19号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		ＭＯディスクの故障		事業者が自ら対応(その他)		別のＭＯディスクで対応		関放第19号、関放第18号、関放5658号

		注 チュウ		近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/14/13		0:00:00		9/14/13		7:02:38		0:07:05		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				近放第100683号		大阪局。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約900万世帯　単独

				四国 シコク		注 チュウ		岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

				四国 シコク		注 チュウ		高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

				四国 シコク		注 チュウ		愛媛 エヒメ		あいテレビ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				四放第4231号		松山ＤＴＶ。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

				信越 シンエツ		注 チュウ		新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				信放第3297号		新潟局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約76万世帯

				信越 シンエツ		注 チュウ		長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				信放第3294号		SBC長野DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約70万世帯。共建。

				北陸 ホクリク		注 チュウ		石川 イシカワ		北陸放送 ホクリクホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				陸放第2201号		MRO金沢DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				429,700世帯

				北陸 ホクリク		注 チュウ		富山 トヤマ		チューリップテレビ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				陸放第２１９９号		ＴＵＴ富山ＤＴＶ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				429,700世帯

		注 チュウ		近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				近放第100683号		大阪局。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約900万世帯　単独

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				海放第4387号		しずおかほうそうデジタルテレビジョンJOVR-DTV				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約136万世帯

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		中部日本放送 チュウブニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				海放第4265号（親局）他、全ての下位放送局						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				3,196,561世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者による要因		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				九放第8885号		MBC鹿児島DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約697,000世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		鹿児島 カゴシマ		南日本放送 ミナミニホンホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者による要因		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				九放第8883号		宮崎ＤＴＶ　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。		第8980号。九放第9086号。九放第9228号。九放第9234号。九放第9270号。九放第9291号。九放第9306号。九放第9288号。九放第9329号。九放第9328号。九放第9384号。九放第9385号。九放第9383号。九放第9474号。九放第9475号。九放第9694号。九放第9778号。九放第9779号。九放第9839号。九放第9840号。九放第9894号。九放第9895号。九放第9952号。九放第9793号。九放第9953号。九放第10000号。九放第10001号。九放第10277号。九放		約50万世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		大分 オオイタ		大分放送 オオイタホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者による要因		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				九放第8896号		OBS大分DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。		九放第9021号。九放第9016号。プラン九放第9061号。プラン九放第9065号。プラン九放第9100号。プラン九放第9133号。九放第9246号。九放第9253号。プラン九放第9240号。九放第9344号。九放第9346号。九放第9446号。九放第9451号。九放第9592号。九放第9603号。九放第9606号。九放第9685号。九放第9626号。九放第9747号。九放第9781号。九放第9751号。九放第9877号。九放第9945号。九放第9959号。九放第9971号。九放第10088号。九放第10		482,051世帯

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者による要因		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				九放第8877号		RKK熊本DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。		プラン九放第8981号、
プラン九放第8982号、
九放第9111号、九放第9148号、　九放第9155号、九放第9167号、　九放第9208号、九放第9360号、　九放第9361号、九放第9362号、　九放第9363号、九放第9481号、　九放第9482号、九放第9483号、　九放第9701号、九放第9702号、　九放第9703号、九放第9830号、　九放第9907号、九放第9908号、　九放第9909号、九放第9910号、　九放第9963号、九放第9965号、　九放第10089号、九放第10090号、		約960千世帯。共建

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		福岡 フクオカ		RKB毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		他の事業者による要因		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				九放第8893		RKB福岡DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。		九放第11274号、九放第11276号九放第11226号、九放第11257号九放第11191号、九放第11192号九放第10539号、九放第10551号九放第10537号、九放第10538号九放第10531号、九放第10536号九放第10529号、九放第10530号九放第10527号、九放第10528号九放第10429号、九放第10467号九放第10427号、九放第10428号九放第10299号、九放第10413号九放第10297号、九放第10298号九放第10132号、九放第10133号九放第9990号		約208万世帯。		単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		山口 ヤマグチ		テレビ山口 ヤマグチ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10510号		TYS山口DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		中国放送 チュウゴクホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:02:38		0:00:12		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10510号		TYS山口DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

				東北 トウホク		注 チュウ		福島 フクシマ		テレビユー福島 フクシマ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				東放第６６７８号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				674663世帯		単独

				東北 トウホク		注 チュウ		宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約94万世帯。

				東北 トウホク		注 チュウ		岩手 イワテ		アイビーシー岩手放送 イワテホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				東放第6702号		IBC盛岡DTV局　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約94万世帯。

				東北 トウホク		注 チュウ		青森 アオモリ		青森テレビ アオモリ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				東放第6680号		ATV青森DTV 親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約49万6千世帯。

				関東 カントウ		注 チュウ		東京 トウキョウ		TBS						DTV		親 オヤ		9				○		9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				東放第6680号		ATV青森DTV 親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約49万6千世帯。

				関東 カントウ		注 チュウ		山梨 ヤマナシ		テレビ山梨 ヤマナシ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:02:26		9/14/13		7:09:54		0:07:28		その他 タ		自然故障 シゼンコショウ		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				関放第７０７５号		UTYデジタルテレビジョン　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				影響世帯：約324,00世帯

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

		注 チュウ		近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				近放第100683号		大阪局。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約900万世帯　単独

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		山口 ヤマグチ		テレビ山口 ヤマグチ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10510号		TYS山口DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				1,043,030世帯

				中国 チュウゴク		注 チュウ		広島 ヒロシマ		中国放送 チュウゴクホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/14/13		7:04:08		9/14/13		7:09:54		0:05:46		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				中放第10510号		TYS山口DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				413215世帯

		注 チュウ		近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/14/13		7:10:41		9/14/13		7:10:44		0:00:03		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				近放第100683号		大阪局。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約900万世帯　単独

		注 チュウ		近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/14/13		7:18:12		9/14/13		7:18:16		0:00:04		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン		発局(TBSテレビ)における音声系統機器の故障				近放第100683号		大阪局。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の番組送出設備(音声調整装置)発局に起因するもので当社設備に故障はない。		他の放送事業者が対応		発局において音声機器用同期信号の不安定な供給により音声卓が誤作動し、シングルトーンが送出された。混入していたシングルトーンの素材を切り離して復旧させた。				約900万世帯　単独

						累 ルイ				ミュージックバード						般 ハン				9				○		9/15/13		0:00:00		9/15/13		0:34:07		0:34:07		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		4:25:11		9/15/13		4:34:35		0:09:24		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ZIP　FM						FM		親 オヤ		9				○		9/15/13		5:01:22		9/15/13		5:01:46		0:00:24		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの22秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9				○		9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		5:53:25 地球局周辺の豪雨により受信不可
5:54:11 自然復旧								JCSAT-3A号系MPEG-2チャンネル

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		5:53:25 地球局周辺の豪雨により受信不可
5:54:11 自然復旧								#542 寄席チャンネル
#560 e-天気.net
#612 テレ朝チャンネル２　ニュース・情報・スポーツ
#630 イマジカＢＳ・映画
#635 Ｖ☆パラダイスＨＤ
#659 MONDO TV HD
#965 チャンネル・ルビー
#966 Splash
#967 フラミンゴ

										IMAGICA						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										TBS						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ターナージャパン						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										キッズステーション						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										KNTV						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イーステーション						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										第一興商 ダイイチコウショウ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										松竹BC ショウチク						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本レジャーチャンネル ニホン						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										MTVネットワーク						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アスパイアビジョン						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										車両スポーツ映像 シャリョウエイゾウ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日活 ニッカツ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アトスインターナショナル						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ

										日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										つくばテレビ						般 ハン				9						9/15/13		5:53:25		9/15/13		5:54:11		0:00:46		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		5:58:47		9/15/13		6:00:05		0:01:18		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		6:15:43		9/15/13		6:24:47		0:09:04		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形コミュニティ放送 ヤマガタホウソウ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/15/13		6:19:28		9/15/13		6:25:56		0:06:28		回線障害 カイセンショウガイ		その他の自然災害		配信を受けていた「ミュージックバード」横浜送信所のアップリンクの停止				東放第5687号		ＣＦＭ局　親局				中継回線設備		中継回線設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		リスナーからのメールにより停波があったことを確認、既に復旧				世帯数：68，760世帯				台風の通過により自然復旧

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		C親 オヤ		9				○		9/15/13		8:14:02		9/15/13		8:58:30		0:44:28		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害												中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＣＳチューナー		事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		8:14:02		9/15/13		8:20:23		0:06:21		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		8:25:59		9/15/13		8:28:53		0:02:54		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		8:49:35		9/15/13		8:52:05		0:02:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		9:04:05		9/15/13		9:04:53		0:00:48		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		11:19:50		9/15/13		11:20:20		0:00:30		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

						注 チュウ				ミュージックバード						般 ハン				9						9/15/13		11:58:03		9/15/13		11:59:21		0:01:18		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102670号		葛川貫井局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応		9/16の調査では断線箇所を特定できず。9/17に断線箇所を特定し、仮ルートで接続し復旧した。				16世帯。共建

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102671号		葛川細川下局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				26世帯。共建

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		びわ湖放送 ミズウミホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102672号		葛川細川上局。その他局 ウエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				12世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102645号		葛川貫井局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応		9/16の調査では断線箇所を特定できず。9/17に断線箇所を特定し、仮ルートで接続し復旧した。				16世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102649号		葛川細川下局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				26世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102653号		葛川細川上局。その他局 ウエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				12世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102644号		葛川貫井局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応		9/16の調査では断線箇所を特定できず。9/17に断線箇所を特定し、仮ルートで接続し復旧した。				16世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102648号		葛川細川下局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				26世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		関西テレビ カンサイ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102652号		葛川細川上局。その他局 ウエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				12世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102643号		葛川貫井局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応		9/16の調査では断線箇所を特定できず。9/17に断線箇所を特定し、仮ルートで接続し復旧した。				16世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102647号		葛川細川下局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				26世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102651号		葛川細川上局。その他局 ウエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				12世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102646号		葛川貫井局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ				他の放送事業者が対応		9/16の調査では断線箇所を特定できず。9/17に断線箇所を特定し、仮ルートで接続し復旧した。				16世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102650号		葛川細川下局。その他局				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				26世帯。共建

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		9						9/16/13		5:00:00		9/18/13		8:00:00		51:00:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		大雨による土砂崩れ　伝送線支持柱倒壊による断線				近放第102676号		葛川細川上局。その他局 ウエ				中継回線設備 チュウケイカイセンセツビ		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		葛川貫井局と設備共用		他の放送事業者が対応		葛川貫井局に同じ。				12世帯。共建

										QVC						般 ハン				9				○		9/16/13		5:59:00		9/16/13		6:00:10		0:01:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		エフエムとうみ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/16/13		7:00:00		9/16/13		7:13:00		0:13:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						信放第3890号		エフエムとうみ				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		局長エアーモニターにより発覚。担当パーソナリティ7時10分出勤。7時13分放送開始。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				関東 カントウ		重 ジュウ		東京 トウキョウ		NHK　DG　DE						DTV		プ		9				○		9/16/13		13:16:03		9/16/13		15:17:13		2:01:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第７９９５号　関放第７９９６号		児玉ＤＧ（その他）児玉ＤＥ（その他）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		緊急出向し、手動で発電使用に切り替えて復旧。		関放第７９９７号。
関放第８４７０号。関放第９３５８号。関放第８６１３号。関放第９８３７号。関放第８２６３号。関放第８９９３号。関放第８８２９号。関放第８８３７号。関放第９００１号。関放第７９９８号。
関放第８４７０号。関放第９３５９号。関放第８２６４号。関放第８９９４号。関放第８８３０号。関放第８８３８号。関放第９００２号。						315,564世帯。共建。243,659世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		東京MX TV トウキョウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/17/13		4:10:32		9/17/13		16:14:18		12:03:46		回線障害 カイセンショウガイ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		（TTL送信側の光ケーブルの切断）				関放第９１０９号		青梅ＤＴＶ（その他局）				中継回線設備		中継回線設備（ケーブル） チュウケイカイセンセツビ		（切断した光ケーブルを接合して復旧）
接合して復旧）		電気通信事業者が対応				関放第９４９０号青梅小曾木ＤＴＶ,関放第８６７９号青梅沢井ＤＴＶ,関放第８７０２号八王子ＤＴＶ,関放第９５５１号小仏城山ＤＴＶ
（その他局）		影響世帯数
840,310世帯

				東北 トウホク				青森 アオモリ		アップルウエーブ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/17/13		8:45:12		9/17/13		8:50:30		0:05:18		停電 テイデン		人為的要因 ジンイテキヨウイン						東放第6555号						番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		マスター室　無停電装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ		無停電系統に通常使用しない機器を接続し容量が超えたため、機器のブレーカーが断、機器を取り外しブレーカーを入れることで復旧しました。		東放第6555号		約１５万世帯　単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		NHK						FM		中 チュウ		9				○		9/17/13		10:11:06		9/17/13		10:11:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第368号		中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第489号                    北放第2231号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		VICS　札幌 サッポロ						FCM		中 チュウ		9						9/17/13		10:11:06		9/17/13		10:11:16		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3656号		VICS中標津FM ナカシベツ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第3657号。北放第3658号		世帯数32461。単独。				故障した設備は無し。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		愛知北エフエム アイチキタ						CFM		C親 オヤ		9				○		9/17/13		16:14:00		9/17/13		16:23:00		0:09:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						海放送４６５６号		愛知北エフエム放送㈱　親局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備) デンゲンセツビ				電気事業者が対応		電源の切断の修復を中電に依頼した。				約44,320世帯				重大事故には該当せず。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		親 オヤ		9				○		9/19/13		1:30:00		9/19/13		1:30:30		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						東放第６６６５号		仙台ＤＴＶ   親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		送出管理装置で次イベントにより復旧		東放第6727号。東放第6916号。東放第6925号。東放第6959号。東放第7051号。東放第7146号。東放第7158号。東放第7152号。東放第7177号。東放第7226号。東放第7249号。東放第7262号。東放第7256号。東放第7508号。東放第7522号。東放第7577号。東放第7571号。東放第7718号。東放第7616号。東放第7707号。東放第8407号。東放第8438号。東放第7691号。東放第7821号。東放第7845号。東放第7851号。東放第7827号。東放第7839号。東放第		約1,017,996世帯。単独。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民ＦＭ シミン						CFM		中 チュウ		9				○		9/20/13		2:25:00		9/20/13		3:33:00		1:08:00		設備故障 セツビコショウ		地震 ジシン						東放第6004号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動) セツビサイキドウ										地震の影響により送信所内装置の電源OFF　手動でONにして復旧

				四国 シコク				岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9						9/21/13		19:55:07		9/21/13		19:58:53		0:03:46		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害				TV中継回線映像伝送装置の故障 コショウ		中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		TV中継回線の受信側装置		電気通信事業者が対応		中継回線１番線 現用・予備ともに断のため、２番線に発局（ＴＢＳテレビ）からの映像音声を接続し、手動操作で２番線を送出。自社においては19:55:29～19:58:53の3分24秒間、天気カメラ映像に切り替え送出。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						DTV		親 オヤ		9				○		9/21/13		19:55:07		9/21/13		19:58:53		0:03:46		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		TV中継回線映像伝送装置の故障				中放第10502号		RSK岡山DTV。親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		TV中継回線の受信側装置		電気通信事業者が対応		中継回線１番線 現用・予備ともに断のため、２番線に発局（ＴＢＳテレビ）からの映像音声を接続し、手動操作で２番線を送出。自社においては19:55:29～19:58:53の3分24秒間、天気カメラ映像に切り替え送出。				1,043,030世帯

				四国 シコク				高知 コウチ		NHK（DG、DE）						DTV		中 チュウ		9				○		9/22/13		21:45:00		9/22/13		23:08:00		1:23:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		受信段階が低下し断続的な停波				四放第4360号、4361号		NHK宿毛DG/DE・その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）				小筑紫DG/DE
(四放第4731号、4732号)
土佐大月DG/DE
(四放第4729号、4730号)
大月弘見DG/DE
(四放第4727号、4728号)
沖ノ島母島DG/DE
(四放第4819号、4820号)
沖ノ島弘瀬DG/DE
(四放第4821号、4822号)		約9,100世帯				障害のあった受信パラボラアンテナを製造者工場にて修理し、9月30日早朝に交換し完全復旧。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		NHK						R		中 チュウ		9				○		9/25/13		0:02:00		9/25/13		3:57:00		3:55:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第27号		NHK新居浜R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		給電管接続不良		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)						約39.8万世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		9				○		9/25/13		5:30:00		9/25/13		10:32:00		5:02:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第４２５５号		陸別局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者自らが対応（ハードウエア交換） ジギョウシャミズカタイオウコウカン		電力増幅ユニットの故障を発見し、交換して復旧				１，１６６世帯、共建

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10				○		10/3/13		23:16:08		10/3/13		23:20:30		0:04:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		23:16:08 ビデオサーバー内のハードディスク破損のため、映像静止・音声無音状態が発生
23:20:30 緊急静止画送出の後復旧								#639 Music Japan TV HD

										アトスインターナショナル						般 ハン				10						10/3/13		23:16:08		10/3/13		23:20:30		0:04:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		23:16:08 ビデオサーバー内のハードディスク破損のため、映像静止・音声無音状態が発生
23:20:30 緊急静止画送出の後復旧								Music Japan TV

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＦＭ福島 フクシマ						FM		親 オヤ		10				○		10/4/13		4:59:49		10/4/13		5:14:34		0:14:45		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＡＰＳスイッチ制御ＰＣフリーズの為。				東放第５７２７号		エフエム福島　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		スイッチ制御にて対応その後、他業者作業にて機器交換 キキコウカン		東放第5727号、5728号5731号、5733号、6105号		551,707世帯。共建				約１４分間の無音

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエム岡崎 オカザキ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/4/13		10:00:00		10/4/13		10:35:00		0:35:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第４０８７号						中継回線設備		中継回線設備(その他)		送信所側コーデック		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		演奏所にて無変調確認。送信所へ出向し、予備品と交換。				約19万世帯､単独｡

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						DTV		親 オヤ		10				○		10/5/13		12:13:14		10/5/13		12:16:17		0:03:03		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		営放システム(EDPS)				九放第8883号		MRT宮崎DTV 　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		放送運行データの転送ミスにより番組内で異種映像・音声が挿入される放送不体裁。　放送運行データの修正により復旧。		事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)						約50万世帯。単独。

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		テレビ静岡 シズオカ						DTV		親 オヤ		10				○		10/5/13		13:29:30		10/5/13		13:30:00		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						海放第4388号		静岡局　親局		番組送出プログラムの入力ミス		番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				【プラン海放第4633号】。【プラン海放第4450号】。【プラン海放第4680号】。【海放第4705号】。【プラン海放第4714号】。【プラン海放第4755号】。【プラン海放第4764号】。【海放第4777号】。【海放第4808号】。【海放第4811号】。【海放第4877号】。【海放第4865号】。【海放第4881号】。【プラン海放第4890号】。【海放第4897号】。【海放第4896号】。【海放第4969号】。【海放第4964号】。【海放第4973号】。【海放第4989号】。【海放第4995号】。【海放		1,751,469世帯。共建。				番組プログラム入力ミスにより、番組本編３０秒間欠落。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		CBCテレビ						DTV		親 オヤ		10				○		10/5/13		13:34:45		10/5/13		13:37:04		0:02:19		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4265号		JOGX-DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APS：放送番組自動送出制御装置		事業者が自ら対応(その他)		APSの機器制御が不能になった為、番宣番組を手動送出して放送を復帰した。その後、お断りを送出しAPSを再起動した。		全ての下位放送局		約420万世帯。単独。				13:34:45～13:35:14
　番組映像ﾌﾘｰｽﾞ・無音
13:35:14～13:37:04
　お待ち

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		長崎放送 ナガサキホウソウ						DTV		親 オヤ		10				○		10/7/13		10:50:00		10/7/13		10:54:00		0:04:00		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		営放システムの特番放送データ生成の不具合による多重系機器の映像・音声の送出停止				九放第8876号		NBC長崎DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		営放システムのソフトウェア不具合		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		次の番組データ発行で回復。
ソフトウェアについては改修（バージョンアップ）を実施				535,372世帯

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		10				○		10/8/13		5:30:00		10/8/13		8:30:00		3:00:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7597号		天栄DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		NHKが現地出向し回復。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム オカヤマ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/8/13		11:59:00		10/8/13		12:00:03		0:01:03		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10035号		岡山シティエフエム（親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		再起動により復旧		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						38万世帯100万人

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		琉球朝日放送 リュウキュウアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		10				○		10/9/13		7:41:41		10/9/13		7:41:49		0:00:08		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ						沖放第731号		QAB東江DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約11,900世帯

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10						10/9/13		22:28:00		10/9/13		23:55:51		1:27:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		音声モードの設定ミス										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		22:28:00 本来「2音声」のところ「ステレオ」として放送したため障害発生
23:55:51 設定内容を修正し復旧								#602 GAORA SPORTS

										GAORA						般 ハン				10				○		10/9/13		22:28:00		10/9/13		23:55:51		1:27:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		音声モードの設定ミス										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		本来”２音声”のところ”ステレオ”として放送。設定内容を修正し復旧。								平成25年10月10日付け放送不体裁としてメールにて報告

										GAORA						幹 ミキ				10				○		10/9/13		22:28:00		10/9/13		23:55:51		1:27:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		音声モードの設定ミス										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		本来”２音声”のところ”ステレオ”として放送。設定内容を修正し復旧。								平成25年10月10日付け放送不体裁としてメールにて報告

		注 チュウ		北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		VICS　福井 フクイ						FM		親 オヤ		10						10/10/13		17:49:30		10/10/13		19:43:32		1:54:02		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		装置製造時の部品誤実装				陸放第2165号		VICS福井。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		VICSの出力部装置１系が故障しVICS放送が停波		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		保守事業者が出向し、出力部を１系から２系へ配線を切り替え復旧		陸放第2166号。陸放第2167号。陸放第2168号。陸放第2169号。陸放第2170号。陸放第2171号。				257,955世帯。共建。		VICS情報のみ停止
（NHK音声は正常）

		累 ルイ		北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		VICS　福井 フクイ						FM		親 オヤ		10				○		10/11/13		0:00:00		10/11/13		11:20:36		11:20:36		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		装置製造時の部品誤実装				陸放第2165号		VICS福井。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		VICSの出力部装置２系が故障しVICS放送が停波		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		保守事業者が出向し、出力部装置１系、２系とも予備品に交換し復旧		陸放第2166号。陸放第2167号。陸放第2168号。陸放第2169号。陸放第2170号。陸放第2171号。				257,955世帯。共建。		VICS情報のみ停止
（NHK音声は正常）

		注 チュウ		北陸 ホクリク		重 ジュウ		福井 フクイ		VICS　福井 フクイ						FM		親 オヤ		10						10/11/13		5:14:06		10/11/13		14:40:40		9:26:34		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		装置製造時の部品誤実装				陸放第2165号		VICS福井。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		VICSの出力部装置２系が故障しVICS放送が停波		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		保守事業者が出向し、出力部装置１系、２系とも予備品に交換し復旧		陸放第2166号。陸放第2167号。陸放第2168号。陸放第2169号。陸放第2170号。陸放第2171号。				257,955世帯。共建。		VICS情報のみ停止
（NHK音声は正常）

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		プ		10				○		10/12/13		8:41:26		10/12/13		8:41:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第4358号		羽幌中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)						5,136世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		プ		10						10/12/13		8:41:26		10/12/13		8:41:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第 4361  号		羽幌中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)						5,136世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		プ		10						10/12/13		8:41:26		10/12/13		8:41:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第４３６０号		羽幌中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)						5,136世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		プ		10						10/12/13		8:41:26		10/12/13		8:41:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第 4361  号		羽幌中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)						5,136世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		プ		10						10/12/13		8:41:26		10/12/13		8:41:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第4362号		羽幌中継局　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)						5,136世帯。共建。				故障した設備は無し

				四国 シコク				高知 コウチ		高知放送 コウチホウソウ						R		中 チュウ		10				○		10/12/13		11:06:21		10/12/13		14:45:00		3:38:39		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						四放第3215号		RKC土佐清水R　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		監視装置にて故障検出。現地出向し、予備品と交換。NHKとの共建局であるが、故障部分はRKC単独。本社から土佐清水ラジオ局までの所要時間は3時間。		事業者自らが対応（ハードウエア交換）						影響世帯数938世帯。単独。

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		親 オヤ		10				○		10/13/13		1:20:00		10/13/13		1:25:00		0:05:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第７０７３号		甲府ＤＧ　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		東京の番組送出設備		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		次番組切替で回復				関放第７５６４号。関放第８１２１号。関放第８６６３号。関放第８１４８号。関放第８１５２号。関放第８１５６号。関放第９０５５号。関放第９０５１号。関放第９０５９号。関放第９０７９号。関放第８３５８号。関放第８９４７号。関放第８９４５号。関放第８７５５号。関放第８６６８号。関放第８６８４号。関放第８３６６号。関放第８６８０号。関放第９１８２号。関放第８７０３号。関放第８５３３号。関放第８３６２号。				333,302世帯。単独。

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		逗子・葉山コミュニティＦＭ ズシハヤマ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/13/13		18:01:06		10/13/13		18:02:41		0:01:35		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		第二演奏所から第一演奏所に放送自動化装置を切り替える際、切り替えが思うようにできなかった。				関放第３５９４号		逗子・葉山コミュニティ放送				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		放送自動化装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		何度か操作する内に、切り替わった。				約８万世帯

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10				○		10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:40:02		0:40:02		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10				○		10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:03:08		0:03:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4018号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:40:02		0:40:02		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:03:08		0:03:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:40:02		0:40:02		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:03:08		0:03:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４０１５号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:40:02		0:40:02		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:03:08		0:03:08		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		0:00:00		10/16/13		0:40:02		0:40:02		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		プ		10						10/16/13		4:13:00		10/17/13		16:09:00		35:56:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9819号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		テレビ静岡 シズオカ						DTV		プ		10						10/16/13		4:13:00		10/17/13		16:09:00		35:56:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9820号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡朝日放送 シズオカアサヒホウソウ						DTV		プ		10						10/16/13		4:13:00		10/17/13		16:09:00		35:56:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9821号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡第一テレビ シズオカダイイチ						DTV		プ		10						10/16/13		4:13:00		10/17/13		16:09:00		35:56:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9822号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

										ミュージックバード						般 ハン				10				○		10/16/13		4:43:17		10/16/13		4:46:36		0:03:19		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:38:41		10/16/13		5:39:38		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:38:41		10/16/13		5:39:38		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:38:41		10/16/13		5:39:38		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:38:41		10/16/13		5:39:38		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:38:41		10/16/13		5:39:38		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:40:16		10/16/13		5:41:13		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:40:16		10/16/13		5:41:13		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:40:16		10/16/13		5:41:13		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:40:16		10/16/13		5:41:13		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:40:16		10/16/13		5:41:13		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:41:44		10/16/13		6:16:21		0:34:37		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:41:44		10/16/13		6:16:21		0:34:37		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:41:44		10/16/13		6:16:21		0:34:37		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:41:44		10/16/13		6:16:21		0:34:37		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		5:41:44		10/16/13		6:16:21		0:34:37		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:17:31		10/16/13		6:18:28		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:17:31		10/16/13		6:18:28		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:17:31		10/16/13		6:18:28		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:17:31		10/16/13		6:18:28		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:17:31		10/16/13		6:18:28		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:18:51		10/16/13		6:19:48		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:18:51		10/16/13		6:19:48		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:18:51		10/16/13		6:19:48		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:18:51		10/16/13		6:19:48		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:18:51		10/16/13		6:19:48		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:56:35		10/16/13		6:57:32		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:56:35		10/16/13		6:57:32		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:56:35		10/16/13		6:57:32		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:56:35		10/16/13		6:57:32		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		6:56:35		10/16/13		6:57:32		0:00:57		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				関東 カントウ		重 ジュウ		茨城 イバラキ		ＩＢＳ						R		親 オヤ		10				○		10/16/13		8:11:00		10/16/13		9:05:00		0:54:00		設備故障 セツビコショウ		強風 キョウフウ						関放第28号		いばらきほうそう。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		台風26号による強風が
原因で接触してしまった
ボールギャッブ同士を切り離したところ、復帰した。				約１５３万世帯。単独				年1回の業者による空中線の点検を実施することにしました。また、送信所作業リストを作成しました。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		12:15:20		10/16/13		16:22:29		4:07:09		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7822号		KHB唐桑大沢DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						382世帯

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		12:15:20		10/16/13		16:22:29		4:07:09		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第７８２１号		唐桑大沢ＤＴＶ  その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		台風による倒木→停電
同時に停波を確認
現地出向しNFBﾄﾘｯﾌﾟを確認
NFBを投入し復帰		事業者が自ら対応(その他)						382世帯

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		12:15:20		10/16/13		16:22:29		4:07:09		停電 テイデン		強風 キョウフウ						東放第7820号		唐桑大沢ＤＴＶ  その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		台風による倒木→停電
同時に停波を確認
現地出向しNFBﾄﾘｯﾌﾟを確認
NFBを投入し復帰		電気事業者が対応						382世帯				台風による倒木により停電し、停波に至る。　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		12:15:20		10/16/13		16:22:29		4:07:09		停電 テイデン		停電 テイデン		台風による倒木により停電し停波に至る				東放第7819号		唐桑大沢ＤＴＶ  その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		台風による倒木→停電
同時に停波を確認
現地出向しNFBﾄﾘｯﾌﾟを確認
NFBを投入し復帰		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停波検知。出向し原因特定、放送回復。				382世帯				台風による倒木により停電し、停波に至る。　

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		10				○		10/16/13		12:15:27		10/16/13		16:22:33		4:07:06		停電 テイデン		雷 カミナリ						東放第7817号,東放第7818号		唐桑大沢DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		NHKが現地出向し回復。				約382世帯。共建。				落雷による受信所耐雷トランス断。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		10				○		10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９２１７号		八丈洞輪沢ＤＧ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９２１８号		八丈洞輪沢ＤＥ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		東京ＭＸ トウキョウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン								八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９２２３号		八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9222号		八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		ＴＢＳ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9221号		八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9220号		八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		日本テレビ ニホン						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		13:58:31		10/16/13		15:23:23		1:24:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9219号		八丈洞輪沢 その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								60世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:04:11		10/16/13		14:05:30		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4018号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:04:11		10/16/13		14:05:30		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:04:11		10/16/13		14:05:30		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４０１５号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:04:11		10/16/13		14:05:30		0:01:19		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:05:46		10/16/13		14:07:35		0:01:49		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4018号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:05:46		10/16/13		14:07:35		0:01:49		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:05:46		10/16/13		14:07:35		0:01:49		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４０１５号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		14:05:46		10/16/13		14:07:35		0:01:49		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4079  号		阿寒中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4793号。						故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		10				○		10/16/13		14:39:34		10/16/13		14:39:42		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		事業者が自ら対応(その他)						14万8千228世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		15:20:28		10/16/13		15:31:10		0:10:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		15:20:28		10/16/13		15:31:10		0:10:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		15:20:28		10/16/13		15:31:10		0:10:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		15:20:28		10/16/13		15:31:10		0:10:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/16/13		15:20:28		10/16/13		15:31:10		0:10:42		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		FM広島 ヒロシマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:28:59		0:02:51		その他 タ		他の事業者による要因		JFNCによる人為的素材BGM登録ミス。（短いものを登録したため無音となった）				中放第1834号		広島局（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局に起因するもので当社の設備に故障はありません。		事業者が自ら対応(その他)		無音発生を検知し、マスター勤務者が手動で緊急用BGMを割り込んで無音から復帰。(6:27:31～)		中放第1835 中放第1836 中放第1837 中放第1838 中放第1839 中放第1840 中放第1841 中放第1842 中放第1843 中放第2959 中放第3507 中放第4935　		1,167,343世帯　				JFNC制作ネット番組｢クロノス｣において、BGM素材登録ミスのため「無音」発生。HFMの無音時間は1分22秒間

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		FM岡山 オカヤマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:26:28		0:00:20		その他 タ		他の事業者による要因		JFNCによる人為的素材BGM登録ミス。（短いものを登録したため無音となった）				おかやまエフエム（中放第10254号）						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		東京ＦＭネット配信番組の送出中、東京FMの放送マスターのプログラムミスで予定より早い時間で無音になったため。		事業者が自ら対応(その他)		無音検知機によるＢＧＭ切替		津山ＦＭ（中放第10260号）
笠岡ＦＭ（中放第10261号）
高梁ＦＭ（中放第10262号）
新見ＦＭ（中放第10263号）
井原ＦＭ（中放第10264号）
備前ＦＭ（中放第10265号）
久世ＦＭ（中放第10266号）
児島ＦＭ（中放第10267号）		754,511世帯

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		FM山口 ヤマグチ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:26:19		0:00:11		その他 タ		他の事業者による要因		JFNCによる人為的素材BGM登録ミス。（短いものを登録したため無音となった）				中放第2728号		山口超短波放送（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ネット発局の番組送出装置		事業者が自ら対応(その他)		ネット発局からの音声が断。無音から10秒後、自動穴埋め装置によりBGM送出。		全中継局（中放第2729号,中放第2730号,中放第2731号,中放第2732号,中放第2733号,中放第2940号,中放第2941号,中放第10096号,中放第10422号,中放第10694号）		影響世帯数　556,771世帯

				中国 チュウゴク				島根 シマネ		FM山陰 サンイン						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:26:19		0:00:11		その他 タ		他の事業者による要因		JFNCによる人為的素材BGM登録ミス。（短いものを登録したため無音となった）				中放第2953号、JOVU-FM		エフエムさんいん、親局（松江）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		ネット発局の番組送出装置		事業者が自ら対応(その他)		無音を検知し以降は　穴埋用ＢＧＭを送出		中放第2954号。中放第2955号。中放第3521号。中放第4144号。中放第4145号。中放第10004号。中放第10302号。中放第10303号。中放第10304号。		約410,111世帯　　　　　　親局（単独設備）				鳥取県及び島根県全域

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		FM仙台 センダイ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:26:28		0:00:20		その他 タ		他の事業者による要因		発局（エフエム東京）にて放送素材の選択に誤りがあり無音となった。				東放第2264号		エフエムせんだい（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局に起因するもので当社の設備に故障はありません。		事業者が自ら対応(その他)		エフエム仙台の番組送出設備より自動穴埋め装置が作動し、代替の放送素材を送出したため復旧した。		東放第2340号
東放第2341号
東放第2342号
東放第2343号		890,903世帯。単独。

				東北 トウホク				青森 アオモリ		FM青森 アオモリ						FM		親 オヤ		10				○		10/17/13		6:26:08		10/17/13		6:30:02		0:03:54		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						東放4107号、東放6083号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		ネット受け番組のため、発局の復帰を待った。		東放4108号（ＢＦＭ）東放6084号（ＦＣＭ）東放4109号（ＢＦＭ）東放6085号（ＦＣＭ）東放4110号（ＢＦＭ）東放6086号（ＦＣＭ）

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		エフエム長野 ナガノ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:57		0:02:48		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ										その他の電気通信設備						事業者が自ら対応(その他)				信放第1871号 信放第2209号
信放第1872号 信放第1873号
信放第1874号 信放第1926号
信放第2239号 信放第3018号
信放第3042号						無音事故のため、
超短波文字多重放送
（信放3029号)には
影響なし

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエムラジオ新潟 ニイガタ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:39		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ		(素材登録ミス）								その他の電気通信設備						事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		左記時間で30秒の無変調。その後、無音検知により、フィラー音声を自動送出して長時間の無変調を避けて復旧。		信放第1848号　　　　　　　　　　　　　　　　　　信放第1849号　　　　　　　　　　　　　信放第2178号　　　　　　　　　　　　信放第3013号　　　　　　　　　　　　　信放第3014号　　　　　　　　　　　　　　　　　信放第3120号　　　　　　　　　　　　信放第3122号						773,735世帯　単独

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエム佐賀 サガ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:57		0:02:48		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第6578号		エフエム佐賀　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット番組発局の番組素材の間違い		他の放送事業者が対応		（ローカル放送開始（SB）により復旧となる）		九放第６６５６号　　（有田ＦＭ）　　　　　　　　　九放第８７０２号　　（鳥栖ＦＭ）		各エリア世帯数
佐賀ＦＭ（404214世帯）
有田ＦＭ（9465世帯）
鳥栖ＦＭ（205972世帯）

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエム佐賀 サガ						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:57		0:02:48		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第6578号		エフエム佐賀文字多重放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット番組発局の番組素材の間違い		他の放送事業者が対応		（ローカル放送開始（SB）により復旧となる）		九放第８１１７号　　（有田FCM）　　　　　　　　　九放第８７０３号　　　　　　（鳥栖FCM）		各エリア世帯数
佐賀ＦＭ（404214世帯）
有田ＦＭ（9465世帯）
鳥栖ＦＭ（205972世帯）

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエム長崎 ナガサキ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:40		0:02:31		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第２２４２号		エフエム長崎親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		無音状態に気付いた勤務者がスタジオから音源を送出。
その後、キー局も正常復帰。		他の放送事業者が対応				九放第２２４３号、
九放第３３６１号、
九放第３３６２号、
九放第３３６３号、
九放第６６３６号		長崎親局（287197）
佐世保局（149766）
諫早局（100947）
南有馬局（7688）
島原局（20117）
平戸局（5874）

				九州 キュウシュウ				長崎 ナガサキ		エフエム長崎 ナガサキ						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:40		0:02:31		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第８１３３号		エフエム長崎文字多重放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		無音状態に気付いた勤務者がスタジオから音源を送出。
その後、キー局も正常復帰。		他の放送事業者が対応				九放第８１２８号、
九放第８１３０号、
九放第８１３２号、
九放第８１２９号、
九放第８１３１号		長崎親局（287197）
佐世保局（149766）
諫早局（100947）
南有馬局（7688）
島原局（20117）
平戸局（5874）

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエム熊本 クマモト						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:29		0:00:20		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第３８８８号		熊本FM（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		無音状態に気付いた勤務者がスタジオから音源を送出。
その後、キー局も正常復帰。		他の放送事業者が対応		発生から20秒後自局ＣＭ枠(6:28:58）まで自社音楽を放送		九放第3889号。九放第4780号。九放第4781号。九放第4873号。九放第6716号。九放第7331号。九放第8506号。		世帯数570,420　　単独				無変調状態が20秒発生　　　

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		エフエム熊本 クマモト						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:29		0:00:20		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第８０５５号		熊本ＦＣＭ（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		無音状態に気付いた勤務者がスタジオから音源を送出。
その後、キー局も正常復帰。		他の放送事業者が対応		発生から20秒後自局ＣＭ枠(6:28:58）まで自社音楽を放送		九放第8056号。九放第8057号。九放第8058号。九放第8059号。九放第8060号。九放第8061号。九放第8507号。		世帯数570,420　　単独				無変調状態が20秒発生　　　

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:37		0:02:28		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第5719号		大分ＦＭ（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		発局側の素材設定ミスによる放送終了後、通常放送復旧		他の放送事業者が対応				九放第3889号。九放第5869号(玖珠FM)
九放第5870号(日田FM)
九放第5871号(佐伯FM)
九放第5872号(津久見FM)
九放第5873号(中津FM)
九放第8511号(竹田FM)		影響世帯数:423,752世帯				東京FMにおいて、ＢＧＭ素材として間違った素材が送出された。
ＢＧＭはプログラムバンクから送出されますが、登録された素材が、本来5分の
素材を登録しなければいけないところを、前コーナーのローカルゾーンの49秒素材を登録してしまい、無変調となりました。マスターもその誤登録に気がつかなかったため発生しました。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		エフエム大分 オオイタ						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:37		0:02:28		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第8119号		大分ＦＣＭ（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		発局側の素材設定ミスによる放送終了後、通常放送復旧		他の放送事業者が対応				九放第8120号(玖珠FCM)
九放第8121号(日田FCM)
九放第8122号(佐伯FCM)
九放第8123号(津久見FCM)
九放第8124号(中津FCM)
九放第8512号(竹田FCM)		影響世帯数:423,752世帯				東京FMにおいて、ＢＧＭ素材として間違った素材が送出された。
ＢＧＭはプログラムバンクから送出されますが、登録された素材が、本来5分の
素材を登録しなければいけないところを、前コーナーのローカルゾーンの49秒素材を登録してしまい、無変調となりました。マスターもその誤登録に気がつかなかったため発生しました。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		エフエム宮崎 ミヤザキ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:30:00		0:03:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第３７５０号		宮崎FM　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット番組発局の番組素材間違いが原因で3分51秒間の無変調が発生。ネット発局のマスター側で対応し復旧した。		他の放送事業者が対応				FM宮崎　延岡FM
九放第3751号
FM宮崎　高千穂FM
九放第3971号
FM宮崎　串間FM
九放第4739号		約475,500世帯　共建				・無変調が一定以上続く場合に無音防止CDが動作するようにﾏｽﾀｰを改修。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		エフエム宮崎 ミヤザキ						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:30:00		0:03:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第8096号		宮崎FCM　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット番組発局の番組素材間違いが原因で3分51秒間の無変調が発生。ネット発局のマスター側で対応し復旧した。		他の放送事業者が対応				FM宮崎　延岡FCM
九放第8097号
FM宮崎　高千穂FCM
九放第8098号
FM宮崎　串間FCM
九放第8099号		約475,500世帯　共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		エフエム鹿児島 カゴシマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:58		0:02:49		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第6651号		鹿児島FM　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				他の放送事業者が対応		ネット番組発局の番組素材間違いが原因で2分49秒間の無変調が発生。ネット発局のマスター側で対応し復旧した。		FM鹿児島　鹿屋FM
九放第6717号
FM鹿児島　枕崎FM
九放第6718号
FM鹿児島　阿久根FM
九放第6719号
FM鹿児島　蒲生FM
九放第8699号		558,765世帯　共建

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		エフエム鹿児島 カゴシマ						FCM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:58		0:02:49		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				九放第8050号		鹿児島FCM　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				他の放送事業者が対応		ネット番組発局の番組素材間違いが原因で2分49秒間の無変調が発生。ネット発局のマスター側で対応し復旧した。		FM鹿児島　鹿屋FCM
九放第8047号
FM鹿児島　枕崎FCM
九放第8048号
FM鹿児島　阿久根FCM
九放第8049号
FM鹿児島　蒲生FCM
九放第8701号		558,765世帯　共建

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エフエム徳島 トクシマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:33		0:00:24		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の担当者が指定ＢＧＭ素材を誤ったため（規定時間より短い）、コーナー枠が早上がりし、以後無音での配信となった。				四放第2987号		徳島超短波放送局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネットキー局が原因で、当社の設備故障ではない		事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し、自動的にＢＧＭを送出		四放第3006号
四放第3007号
四放第3008号		302,144世帯

				四国 シコク				香川 カガワ		エフエム香川 カガワ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:57		0:00:48		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の担当者が指定ＢＧＭ素材を誤ったため（規定時間より短い）、コーナー枠が早上がりし、以後無音での配信となった。				四放第2078号		高松超短波放送局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネットキー局が原因で、当社の設備故障ではない		事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し、自動的にＢＧＭを送出				390,673世帯

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛 エヒメ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:38		0:00:29		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の担当者が指定ＢＧＭ素材を誤ったため（規定時間より短い）、コーナー枠が早上がりし、以後無音での配信となった。				四放第1226号		松山超短波放送局（親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネットキー局が原因で、当社の設備故障ではない		事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し、自動的にＢＧＭを送出		四放第1239号、四放第1240号、
四放第1241号、四放第2501号、
四放第3212号、四放第4147号、
四放第4157号		548,370世帯

				四国 シコク				高知 コウチ		エフエム高知 コウチ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:30:00		0:03:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の担当者が指定BGM素材を誤ったため（規定時間より短い）、コーナー枠が早上がりし、以後無音での配信となった。
また弊社設備である無変調検知システムが正常動作せず、
3分51秒間にわたり無音状態が続いたものである。				四放第2988号		高知超短波放送局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組送出設備のひとつである無変調検知システムの動作不良		事業者が自ら対応(その他)		ネットキー局の音声復帰により復旧		四放第3009号
四放第3224号
四放第3225号
四放第3243号
四放第4160号		影響世帯数：262,104世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		エフエム三重 ミエ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:30:00		0:03:51		その他 タ		他の事業者による要因		FM東京の送出ミス トウキョウソウシュツ				海放第1882号		津超短波放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット番組発局の番組素材間違いが原因で3分51秒間の無変調が発生。ネット発局のマスター側で対応し復旧した。		他の放送事業者が対応				FM宮崎　延岡FM
海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。		930,012世帯。共建。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜 ギフ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:58		0:02:49		その他 タ		他の事業者による要因						海放第4244号						番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ネット局からの番組が無変調		事業者が自ら対応(その他)				FM宮崎　延岡FM
海放第1883号。海放第1884号。海放第4246号、海放第4247号、海放第4248号、海放第4249号、海放第4259号、海放第4763号		約135万世帯

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		エフエム静岡 シズオカ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:37		0:00:28		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の担当者が指定BGM素材を誤ったため（ネットキー局の人為的要因による無音発生を受けたもの。
（プログラム誤登録）				海放第1192号		静岡局+A15（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		6時26分09秒に無音を検知、28秒後の6時26分37秒から穴埋めBGMを送出。6時28分58秒から復帰。無音時間は28秒。		事業者が自ら対応(その他)				浜松中継局

海放第1194号
島田中継局

海放第1801号
伊豆長岡中継局

海放第1876号
熱海中継局

海放第2819号
掛川中継局

海放第2839号
御殿場中継局

海放第3486号
下田中継局

海放第3487号
東伊豆中継局

海放第4276号
富士中継局		120万世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエム愛知 アイチ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:28:58		0:02:49		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の人為的ミスによる波及事故。
プログラムバンクに５分の素材を登録するところを間違えて、４９秒の素材を登録した為に無音になった。				海放第　３５１号		基幹放送局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				他の放送事業者が対応		6時26分9秒から無音を検知し、6時26分28秒に穴埋めBGMを放送。
6時28分58秒から正常放送に復帰。		豊橋中継局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海放第　７００号		　約３３１万世帯

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		エフエム沖縄 オキナワ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:39		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ネットキー局の人為的ミスによる波及事故。
プログラムバンクに５分の素材を登録するところを間違えて、４９秒の素材を登録した為に無音になった。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				沖放第120号		約469,095世帯				※那覇局 約431,370世帯
※今帰仁局 約37,725世帯

				北陸 ホクリク				福井 フクイ		エフエム福井 フクイ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:39		0:00:30		その他 タ		他の事業者による要因		ネットキー局の人為的ミスによる波及事故。
プログラムバンクに５分の素材を登録するところを間違えて、４９秒の素材を登録した為に無音になった。				陸放第675号		ふくいエフエム。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		番組の配信を受けていたJFNネットワーク回線の通称Aラインの音声が断となり、エマージェンシー起動までの30秒間無変調となった。		陸放第676号。陸放第677号。陸放第678号。陸放第679号。陸放第680号。陸放第1507号		258,497世帯

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		エフエム富山 トヤマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:26:39		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		東京ＦＭのネット番組を受けていたが、東京ＦＭのＢＧＭ素材が通常登録されるべきものより短かったため無変調となった。				陸放第770号		超短波放送局とやまFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		出社していた社員と警備会社からの通報で技術担当者２名入局するが、既に音声は復旧していた。		宇奈月中継局
（陸放第822号）

福光中継局
（陸放第1398号）		421,070世帯（県下全域）

				関東 カントウ				栃木 トチギ		ＦＭ栃木 トチギ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:09		10/17/13		6:30:00		0:03:51		その他 タ		他の事業者による要因		ＦＭ東京のネット番組が無音となる。				関放第3533号						その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		無音20秒後、BGMを自動送出。6:30:00にネット番組の無音が復旧		他の放送事業者が対応				関放第3589号　　　　　関放第3590号　　　　　関放第3591号　　　　　関放第3592号						約70万世帯。単独

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:10		10/17/13		6:30:00		0:03:50		その他 タ		その他 タ		東京キー局障害のため				北放第1220号		札幌局（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他の放送事業者が対応		特になし		北放第1434号。北放第1478号。北放第1221号。北方第1468号。北方第2547号。北方第3641号。北方第1976号。北方第2241号。北方第2513号。北方第2512号。		2,269,527/共建　洞爺のみ単独				故障した設備は無し

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＦＭ群馬 グンマ						FM		親 オヤ		10						10/17/13		6:26:10		10/17/13		6:30:00		0:03:50		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		東京FMのネット番組を受けて放送していたところ6時25分50秒頃に音声が途切れ、26分9秒から19秒の10秒間無変調となり、自社から自動穴埋めBGMを送出29分7秒から30分00秒まで当社アナウンサーがスタジオから機器トラブルのコメントを放送した。東京FMの送出する素材を間違えて送出したことによって発生した事故である。										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者が自ら対応(その他)		当社所属の全ての中継局において同様の事故となります。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		10				○		10/18/13		9:59:50		10/18/13		10:02:48		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第4519号		興部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				1,024世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		10						10/18/13		9:59:50		10/18/13		10:02:48		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4518  号		興部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				1,024世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		10						10/18/13		9:59:50		10/18/13		10:02:48		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第４５１７号		興部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				1,024世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		10						10/18/13		9:59:50		10/18/13		10:02:48		0:02:58		停電 テイデン		停電 テイデン		北電設備の不良				北放第 4518  号		興部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				1,024世帯。共建。				故障した設備は無し

				東北 トウホク				岩手 イワテ		FM岩手 イワテ						FM		中 チュウ		10				○		10/18/13		14:03:00		10/18/13		17:25:00		3:22:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第３３５３号		陸前高田　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		作業停電(台風26号の影響処理)時にﾊﾞｯﾃﾘｰﾌﾛｰﾄが機能したかったことによる。停電復旧とともに復旧したが、充電器のﾊﾞｯﾃﾘｰ給電側への制御が不能であることを確認。21日(月)01:00からの放送休止時間に充電器と直流入力側の安定化電源を交換。				5､625世帯。　　単独。　				今後２年で放送機を含め全装置の交換を計画。

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		NHK　FM広島 ヒロシマ						FM		中 チュウ		10				○		10/21/13		14:03:39		10/21/13		15:53:56		1:50:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第645号		大朝　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機電源コネクタ接触不良と推測		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						1564世帯　共建

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		ＶＩＣＤ広島 ヒロシマ						FCM		中 チュウ		10						10/21/13		14:03:39		10/21/13		15:53:56		1:50:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						中放第10291号		大朝　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		送信機電源コネクタ接触不良と推測		他の放送事業者が対応		現用の送出用ｴﾝｺｰﾀﾞを予備機に切り替え復旧				1564世帯　共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		エフエムキャッチ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/21/13		17:01:36		10/21/13		17:01:48		0:00:12		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		緊急割込放送機器の設定不具合				海放第4262号		エフエムキャッチ。親局		緊急割込放送機器		番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		緊急割込放送機器		事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		事故発生直後訂正放送。緊急割込放送機器電源オフ。その後機器復旧作業実施。				約195,000世帯

										スカパーエンターテインメント						幹 ミキ				10				○		10/22/13		6:00:00		10/22/13		6:02:35		0:02:35		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		素材信号への音声モード制御信号の非重畳										番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(その他)		6:00 無音を認知。エンコーダ装置に対して手動にて強制符号化の操作を実施し、復旧。								#241 ＢＳスカパー！

										ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				10				○		10/23/13		16:40:17		10/23/13		16:40:34		0:00:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		16:40:17 エンコーダ故障が発生
16:40:34 予備系統へ切替え								#321　ディスカバリーチャンネル

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ファイトマイタウン日立 ヒタチ						CFM		親 オヤ		10				○		10/25/13		12:12:00		10/25/13		12:12:12		0:00:12		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		（ミキサーの操作不良）										番組送出設備 バングミソウシュツセツビ		番組送出設備 バングミソウシュツセツビ				事業者が自ら対応(その他)

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		沖縄ラジオ オキナワ						CFM		C親 オヤ		10				○		10/26/13		8:32:00		10/26/13		8:57:00		0:25:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						沖放第620号		沖縄ラジオ				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		放送モニターをしていて故障を検知。現地出向し、予備機と交換。				約5万世帯。単独。

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		プ		10						10/26/13		17:55:00		10/27/13		9:03:00		15:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9819号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		テレビ静岡 シズオカ						DTV		プ		10						10/26/13		17:55:00		10/27/13		9:03:00		15:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9820号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡朝日放送 シズオカアサヒホウソウ						DTV		プ		10						10/26/13		17:55:00		10/27/13		9:03:00		15:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9821号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		静岡 シズオカ		静岡第一テレビ シズオカダイイチ						DTV		プ		10						10/26/13		17:55:00		10/27/13		9:03:00		15:08:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9822号		伊豆東海岸（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		被災翌日に現地入り。共用発電機の復旧が見込めないため、稼働中のNHK非常用発電機から電源の供給を受けて応急的に放送を再開。		事業者が自ら対応(その他)						14,292世帯。共建。				※実影響世帯数は1,375世帯

				東海 トウカイ		重 ジュウ		愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		プ		10				○		10/26/13		20:19:00		10/27/13		8:55:00		12:36:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第9817号		伊豆東海岸ＤＧ（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		自家発電装置		事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し自家発電装置を再起動により復旧したが、調査後、出力ケーブルの絶縁不良が判明し、交換。				14,141世帯。共建

				東海 トウカイ		重 ジュウ		愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		プ		10						10/26/13		20:19:00		10/27/13		8:55:00		12:36:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		10/16の土石流による電源設備損傷※非常用発電機の故障による電源喪失				関放第981８号		伊豆東海岸ＤＧ（プラン局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		自家発電装置		事業者が自ら対応(その他)		緊急出向し自家発電装置を再起動により復旧したが、調査後、出力ケーブルの絶縁不良が判明し、交換。				14,141世帯。共建				2013/10/27
2:15:00～
　　5:00:00
まで放送休止

										大富 オオトミ						般 ハン				10				○		10/27/13		13:54:00		10/27/13		13:55:00		0:01:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(デコーダー)		デコーダー		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ										CCTV大富チャンネル　

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				10				○		10/28/13		11:47:05		10/28/13		11:47:34		0:00:29		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		操作ミス										番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		11:47:05 誤って他のチャンネル向け静止画へ切替え
11:47:34 静止画から本線に切替え								#659 MONDO TV HD

										イマックビーシー						般 ハン				10				○		10/29/13		3:26:19		10/29/13		3:26:32		0:00:13		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				電気通信事業者が対応		送出演奏所における、メンテナンス時　確認ミスでケーブルを抜いてしまった為、13秒間の断								スカパー243ｃｈ及び527ｃｈ
作業フローの改善

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		親 オヤ		11				○		11/2/13		17:57:25		11/2/13		17:57:30		0:00:05		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		　APS運行データ								APS運行データの作成ミスによる。		番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APS運行データの作成ミスにより、映像グレー、音声無音が5秒間放送された。措置なし。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約238万8千世帯。単独。

				四国 シコク				愛媛 エヒメ		エフエム愛媛 エヒメ						FM		親 オヤ		11				○		11/3/13		21:07:49		11/3/13		21:08:19		0:00:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		自社制作の録音番組において、制作担当者が番組をオーディオサーバーシステムに登録した際、番組の一部の編集を失念したため、無変調となった。				四放第1226号		松山超短波放送局（親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		無変調検知システムが作動し、自動的にＢＧＭを送出		四放第1239号、四放第1240号、
四放第1241号、四放第2501号、
四放第3212号、四放第4147号、
四放第4157号		548,370世帯

										大富 オオトミ						般 ハン				11				○		11/4/13		19:55:01		11/4/13		19:55:10		0:00:09		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ										CCTV大富チャンネル　

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		11				○		11/6/13		22:22:58		11/6/13		22:23:05		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電による停波　（蓄電池なし）。　　　復電により復旧				北放第3241号		STV遠別放送局（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応						約2万世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		11				○		11/6/13		22:22:58		11/6/13		22:23:05		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		北電停電による停波　（蓄電池なし）。　　　復電により復旧				北放第3242号		遠別放送局（ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応						約2万世帯。共建。				故障した設備は無し

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		さくらんぼテレビジョン						DTV		中 チュウ		11				○		11/7/13		17:17:11		11/7/13		17:17:28		0:00:17		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨 コウウ				東放第7372号		SAY温海DTV。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		悪天候の回復により自然復旧。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						1093世帯。共建。

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		テレビユー山形 ヤマガタ						DTV		中 チュウ		11						11/7/13		17:17:16		11/7/13		17:17:30		0:00:14		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		降雨減衰による コウウゲンスイ				東放第7370号		温海DTV。その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		豪雨によりTTL受信レベルが低下し停波。雨が弱まるとともに復旧。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						1093世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		函館山ロープウエイ ハコダテヤマ						CFM		中 チュウ		11				○		11/7/13		17:52:00		11/7/13		20:21:00		2:29:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						北放第3682号		はこだてＦＭ日浦中継				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ターミナルアダプタ		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		監視装置にて回線障害を検知。現地出向し、予備のターミナルアダプタと交換。				約900世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11				○		11/8/13		2:28:11		11/8/13		2:30:30		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線不具合				北放第4420号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/8/13		2:28:11		11/8/13		2:30:30		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線不具合				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/8/13		2:28:11		11/8/13		2:30:30		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線不具合				北放第４４２４号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/8/13		2:28:11		11/8/13		2:30:30		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線不具合				北放第 4426  号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/8/13		2:28:11		11/8/13		2:30:30		0:02:19		停電 テイデン		停電 テイデン		送電線不具合				北放第4827号		庶野中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				441世帯。共建。				故障した設備は無し

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMみやこ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/8/13		13:15:10		11/8/13		13:16:05		0:00:55		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		ＮＴＴの回線障害によりFM沖縄からの供給番組の伝送が中断し放送停止が発生した。				沖放第524号		エフエムみやこ				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＮＴＴ回線（海底光ケーブル）の故障		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		職員が無音発生に気づき他番組に切替作業を行い復旧した。				約5万世帯。単独。				再発防止策として、番組配信中継設備が故障した場合、自動的に音源が流れるシステムを導入した。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		親 オヤ		11				○		11/8/13		15:57:35		11/8/13		15:57:45		0:00:10		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		TVマスターが現用系から予備系に切替りTSが瞬断したため。（切替りの原因は不明）								APS運行データの作成ミスによる。		番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		TVマスター系切替りにより映像、音声が断またはフリーズとなった。措置なし。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約238万8千世帯。単独。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		みやこＦＭ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/9/13		4:42:18		11/9/13		6:34:23		1:52:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8718号						番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				電気通信事業者が対応				東放第8719号。東放第8720号。		約1万8千世帯。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島中央テレビ フクシマチュウオウ						DTV		親 オヤ		11				○		11/9/13		22:32:50		11/9/13		22:35:03		0:02:13		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						東放第6676号		福島局　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		担当者が障害箇所確認・系統切替等対応し復旧		事業者が自ら対応(その他)				中通り・浜通りの44局		約572,000世帯。共建。(重複あり)

										QVC						般 ハン				11						11/10/13		10:29:24		11/10/13		10:52:07		0:22:43		停電 テイデン		人為的要因 ジンイテキヨウイン												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		無停電電源装置		事業者が自ら対応(その他)		自社制作番組に変更送出

										ワールドハイビジョンチャンネル						幹 ミキ				11						11/10/13		10:29:25		11/10/13		10:30:35		0:01:10		その他 タ		他の事業者による要因		番組供給事業者である㈱QVCｼﾞｬﾊﾟﾝの電源設備点検中にUPSへの電源供給が停止し、蓄電池が過放電となり放送設備に電源供給されなかったことによる										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組供給事業者である㈱QVCｼﾞｬﾊﾟﾝの電源設備(UPS)。当社の設備に異常はなかった。		事業者が自ら対応(その他)				自社番組に差し替えて復旧した。						本障害で影響の受けた時間は、10時29分25秒から12時59分30秒までの3番組であった。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11						11/10/13		10:29:45		11/10/13		10:52:02		0:22:17		停電 テイデン		人為的要因 ジンイテキヨウイン		操作ミス										番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		10:29:45 QVCビルの電源設備の定期点検中に発生
10:52:02 別番組に切替								#222 QVC（キュー・ヴィー・シー）

						重 ジュウ				C-TBS						幹 ミキ				11				○		11/10/13		10:29:45		11/10/13		14:00:00		3:30:15		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		作業ミス										番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		QVCビルの電源設備の定期点検中に発生		事業者が自ら対応(その他)										#161 QVC（キュー・ヴィー・シー）

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム上越 ジョウエツ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/11/13		7:00:00		11/11/13		7:08:25		0:08:25		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)						影響世帯数42,522世帯				対応：担当者がスタジオに到着したのち、BGMを流した。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		箕面FMまちそだて ミノオ						CFM		中 チュウ		11				○		11/11/13		9:00:00		11/11/13		15:10:00		6:10:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第5794号		止々呂美局。その他局		コーディック		中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応		お詫びコメントを含めた音楽プログラムデータをリピート放送。				709世帯。単独

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/12/13		13:46:16		11/12/13		13:48:21		0:02:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		フレームシンクロナイザ										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		13:46:16 音声に音飛び発生
13:48:21 フレームシンクロナイザを予備系統へ切替え								#615 フジテレビＴＷＯ　ドラマ・アニメ（ＨＤ）

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムハムスター						CFM		C親 オヤ		11				○		11/12/13		16:40:45		11/12/13		16:42:45		0:02:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		放送用素材のデジタルオーディオファイルが、一部無音状態で作成されていたことによる。				中放第11195号		エフエムハムスター				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		デジタルオーディオファイルの作成ミス		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		デジタルオーディオファイルの代わりに、音楽を送出				62950世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		中 チュウ		11				○		11/13/13		2:41:02		11/13/13		2:55:35		0:14:33		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						北放第1466号		STV留萌放送局（その他局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		送信機保護動作回復後、復帰				1.5万世帯。単独。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		FM 802						FM		親 オヤ		11				○		11/15/13		8:14:17		11/15/13		8:14:35		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		スタジオ音声卓				近放第５０３５号		エフエムはちまるに。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		マスター要員が手動でスタジオを切り替えた。		近放第５０３６号		約４４９万世帯。単独。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		エフエム岐阜 ギフ						FM		親 オヤ		11				○		11/15/13		15:44:09		11/15/13		15:44:39		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第4244号						番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APSシステムの故障		事業者が自ら対応(その他)				FM宮崎　延岡FM
海放第1883号。海放第1884号。海放第4246号、海放第4247号、海放第4248号、海放第4249号、海放第4259号、海放第4763号		約135万世帯

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		中崎電子工業 ナカサキデンシコウギョウ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/18/13		6:00:00		11/18/13		6:08:00		0:08:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組プログラム転送の日付間違い				九放第11215号		かごしまエフエム７８６　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		取り急ぎ別系統に切換、無変調から回復。その後番組プログラムを送出装置へ正しく転送し、正常状態に回復		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				九放第11366号		約217,000世帯				設備の操作間違いに起因する人為的な要因で、設備の故障及び異常は見られなかった

										ミュージックバード						般 ハン				11				○		11/18/13		14:28:18		11/18/13		14:31:26		0:03:08		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		確認作業として　予備系エンコーダの保守点検を行っている時　予備エンコーダに接続されたケーブルを横にずらした際にそのケーブルが現用系エンコーダのAC電源スイッチに触れてしまい一瞬 電源OFFとなった。そのため現用系エンコーダがリブート(再起動)した。
エンコーダ起動完了により音声が復帰した。								CAFÉ
BACK STREET
Cool Lounge
SOFT ROCK
BALLADE
MEGA HITS
POPS REFRAIN
J-HITS
J-POP REFRAIN
演歌HITS
GAIA VOICE
HEALING
ACOUSTIC
COMMUNITY

本来　現用系エンコーダに障害が発生した場合　予備系エンコーダへ瞬時に切り替わり無音期間は一瞬で済むのですが今回の場合、予備系エンコーダの点検中での事故であったため復旧に時間を要した。
予防対策としてエンコーダ電源ケーブルに抜け防止及び電

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		ニューメディア						CFM		C親 オヤ		11				○		11/18/13		14:28:32		11/18/13		14:31:26		0:02:54		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ＣＳ放送事故により無音放送となったが、無音検知機の無音レベルが低すぎたため作動しなかった				東放第8648号		株式会社ニューメディア　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		無音検知機が作動しなかった　Adgear EM-22		電気事業者が対応		無音状態のレベルを調整し直した。				５万３２８５世帯　単独				無音レベルを調整し直し、現在は正常に作動中。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		ぷらざエフエム						CFM		C親 オヤ		11				○		11/18/13		14:28:35		11/18/13		14:29:20		0:00:45		その他 タ		他の事業者による要因						中放第10430号		ぷらざＦＭ（親局）				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		発局の送信設備（エンコーダ）		他の放送事業者が対応		番組供給業者の作業中の事故で停波。停波バックアップ用のCDを再生して対応。数分後にミュージックバードの放送が回復。				約3万9千世帯。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティＦＭ シミン						CFM		C親 オヤ		11				○		11/18/13		14:28:38		11/18/13		14:31:32		0:02:54		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		CS放送（ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰﾄﾞ）				東放第6004号						中継回線設備		中継回線設備(その他)		東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）		他の放送事業者が対応

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11				○		11/21/13		2:58:12		11/21/13		6:36:00		3:37:48		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/21/13		2:58:12		11/21/13		6:36:00		3:37:48		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/21/13		2:58:12		11/21/13		6:36:00		3:37:48		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/21/13		2:58:12		11/21/13		6:36:00		3:37:48		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/21/13		2:58:12		11/21/13		6:36:00		3:37:48		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11				○		11/23/13		0:00:00		11/23/13		1:16:52		1:16:52		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		0:00:00		11/23/13		1:16:52		1:16:52		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		0:00:00		11/23/13		1:16:52		1:16:52		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		0:00:00		11/23/13		1:16:52		1:16:52		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		0:00:00		11/23/13		1:16:52		1:16:52		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:34:55		11/23/13		20:51:09		0:16:14		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:34:55		11/23/13		20:51:09		0:16:14		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:34:55		11/23/13		20:51:09		0:16:14		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:34:55		11/23/13		20:51:09		0:16:14		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:34:55		11/23/13		20:51:09		0:16:14		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:51:11		11/23/13		20:52:05		0:00:54		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:51:11		11/23/13		20:52:05		0:00:54		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:51:11		11/23/13		20:52:05		0:00:54		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:51:11		11/23/13		20:52:05		0:00:54		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		20:51:11		11/23/13		20:52:05		0:00:54		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:14:43		11/23/13		21:15:56		0:01:13		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:14:43		11/23/13		21:15:56		0:01:13		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:14:43		11/23/13		21:15:56		0:01:13		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:14:43		11/23/13		21:15:56		0:01:13		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:14:43		11/23/13		21:15:56		0:01:13		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:15:58		11/23/13		22:14:30		0:58:32		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4062号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:15:58		11/23/13		22:14:30		0:58:32		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:15:58		11/23/13		22:14:30		0:58:32		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第４０６６号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:15:58		11/23/13		22:14:30		0:58:32		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第 4067  号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/23/13		21:15:58		11/23/13		22:14:30		0:58:32		停電 テイデン		停電 テイデン		落雷による開閉器損傷				北放第4068号		厚沢部中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				762世帯。共建。				故障した設備は無し

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		11						11/24/13		7:02:04		11/24/13		7:02:05		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害		ｱﾝﾃﾅ基部に設置した耐雷設備のﾎﾞｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟの間隙に虫が入り、スパークっした				関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		保護装置としての動作
のため、正常動作

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		親 オヤ		11				○		11/24/13		8:35:11		11/24/13		8:35:31		0:00:20		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		　スタジオ機器操作				北放第9号		札幌ラジオ局。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		　スタジオ機器操作		事業者が自ら対応(その他)		スタジオ機器操作上の不手際により無変調発生。音割込BGM送出により復旧。		プラン北放第10号。プラン北放第11号。プラン北放12第号。プラン北放第13号。プラン北放第14号。プラン北放第16号。プラン北放第2号。北放第15号。北放第1464号。北放第1465号。北放第1524号。北放第1705号。北放第2500号。北放第2501号。北放第2615号。北放第2615号。北放第3242号。		約250万世帯				故障した設備は無し

				四国 シコク				高知 コウチ		高知シティエフエム コウチ						CFM		C親 オヤ		11				○		11/24/13		22:00:00		11/24/13		22:01:00		0:01:00		その他 タ		その他 タ		スタジオ移転工事　システム接続切り替え										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者自らが対応（ハードウエア交換）				四放第4153 号						停波・ ノイズは数秒臨時音源に切り替え

						注 チュウ				ファミリー劇場 ゲキジョウ						幹 ミキ				11				○		11/25/13		6:38:31		11/25/13		7:14:12		0:35:41		設備故障 セツビコショウ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		データ放送 ホウソウ

						注 チュウ				囲碁将棋チャンネル イゴショウギ						幹 ミキ				11						11/25/13		6:38:31		11/25/13		7:14:12		0:35:41		設備故障 セツビコショウ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)										障害が発生し、予備系へ自動切替えを行い、サーバ基盤の交換実施

						注 チュウ				松竹ブロードキャスティング ショウチク						幹 ミキ				11						11/25/13		6:38:32		11/25/13		7:14:12		0:35:40		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		プレイアウト設備（演奏所）		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		手動にてデータ放送送出データを再送信し、復旧。データ放送

										ミュージックバード						般 ハン				11				○		11/25/13		22:01:59		11/25/13		22:02:05		0:00:06		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										地球局設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11				○		11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		22:58:20 送信局周辺の豪雨発生
22:58:21 自然復旧								JCSAT-4B号系MPEG-2チャンネル

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		22:58:20 送信局周辺の豪雨発生
22:58:21 自然復旧								#172/173/178/179/182/184/185 スカチャン
#202 スカパー！インフォ202
#736 クラシカ・ジャパン
#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント
#745 日テレNEWS24
#747 アニマルプラネット
#765 ファッションTV
#784 フェニックステレビ（鳳凰衛視）
#795 ミュージック・グラフィティTV

										AXNジャパン						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ミステリチャンネル						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										リーレ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ソネットエンターテインメント						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										アニマックス						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										釣りビジョン ツ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										エムオンエンターテインメント						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										名古屋テレビネクスト ナゴヤ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										フジテレビ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										ザ・シネマ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										スペースシャワーネットワーク						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										イマックビーシー						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										日本映画衛星放送 ニホンエイガエイセイホウソウ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										FOXインターナショナル						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		22:58:30 地球局周辺の豪雨発生
22:58:21 自然復旧								#722 FOX
#723 サスペンスシアター　FOXCRIME
#741 ナショナル ジオグラフィック チャンネル

										大富 オオトミ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										#717 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ1 ﾄﾞﾗﾏ･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ｱﾆﾒ

										ウォルトディズニージャパン						般 ハン				11						11/25/13		22:58:20		11/25/13		22:58:21		0:00:01		自然災害 シゼンサイガイ		その他 タ		雨 アメ										放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										｢ディズニー・チャンネル｣　｢ディズニーＸＤ｣

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		11						11/27/13		6:30:00		11/27/13		11:48:00		5:18:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第4346号		様似DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		「受信部入力ケーブルの接触不良により停波。接栓交換修理により復旧」				世帯数1,992。共建				故障した設備は無し

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						DTV		中 チュウ		11				○		11/27/13		8:12:00		11/27/13		11:01:00		2:49:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電により自家発を使用していたが、通報装置の通報が無く、燃料切れにより停波				信放第3382号		相川ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		燃料を給油して、自家発起動で回復。その後、電力会社設備を回復		下相川 信放第3897号
両津   信放第3489号
高千　 信放第3491号
外海府 信放第3493号		21883世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						DTV		中 チュウ		11						11/27/13		8:12:00		11/27/13		11:01:00		2:49:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電により自家発を使用していたが、通報装置の通報が無く、燃料切れにより停波				信放第3383号		相川ＤE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		燃料を給油して、自家発起動で回復。その後、電力会社設備を回復		下相川 信放第3897号
両津   信放第3489号
高千　 信放第3491号
外海府 信放第3493号		21883世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						FM		中 チュウ		11				○		11/27/13		8:12:00		11/27/13		11:01:00		2:49:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電により自家発を使用していたが、通報装置の通報が無く、燃料切れにより停波				信放第223号		相川ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		燃料を給油して、自家発起動で回復。その後、電力会社設備を回復		下相川 信放第3897号
両津   信放第3489号
高千　 信放第3491号
外海府 信放第3493号		14475世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		VICS						FCM		中 チュウ		11						11/27/13		8:12:00		11/27/13		11:01:00		2:49:00		停電 テイデン		停電 テイデン		停電により自家発を使用していたが、通報装置の通報が無く、燃料切れにより停波				信放第3268号		VICS相川。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		NHKが燃料を給油して、自家発起動で回復。その後、電力会社設備を回復		下相川 信放第3897号
両津   信放第3489号
高千　 信放第3491号
外海府 信放第3493号		14475世帯

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		NHK　FM						FM		親 オヤ		11				○		11/29/13		7:04:27		11/29/13		7:22:15		0:17:48		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		STL空中線への着雪による受信レベル低下				陸放第131号		金沢ＦＭ局　親局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		空中線への着雪		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		富山FM放送波受信に切り替えて回復		陸放第132号、陸放第133号、陸放第134号、陸放第173号、陸放第205号、陸放第206号，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陸放第267号、陸放第1154号		399958世帯　単独				音声無音。VICS情報は影響なし。

				関東 カントウ				群馬 グンマ		まえばしＣＩＴＹエフエム						CFM		C親 オヤ		11				○		11/29/13		8:57:07		11/29/13		9:25:20		0:28:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		光終端装置故障				関放第9456号		まえばしCITYエフエム				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		予備回線系統へ切替		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムもえる						CFM		親 オヤ		11				○		11/29/13		12:43:00		11/29/13		12:59:00		0:16:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						北放第3680号		るもいエフエムほうそう				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ミキサー		事業者が自ら対応(その他)		北電へ停電の有無確認後送信所での無音検知器設定、点検確認。		北放第3755号		約12000世帯。				復旧後、弊社機材管理担当（株）映音に機材点検依頼。

										スカイ・エー						般 ハン				11				○		11/30/13		3:00:00		11/30/13		3:30:00		0:30:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		EPG変更作業もれによる番組途中終了										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		プレイアウト設備		事業者が自ら対応(その他)		再発防止のため、編成変更連絡実施マニュアルを作成しチェック体制を強化した。								#285 スカイ・A　sports＋

						重 ジュウ				スカイエー						幹 ミキ				11				○		11/30/13		3:00:00		11/30/13		3:30:00		0:30:00		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		プレイアウト設備		事業者が自ら対応(その他)										EPG変更作業もれによる番組途中終了

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ ニイガタソウゴウ						DTV		親 オヤ		12				○		12/1/13		1:55:59		12/1/13		6:30:46		4:34:47		設備故障 セツビコショウ		停電 テイデン												番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		無停電電源装置（UPS）		事業者が自ら対応(その他)		社員が出勤し、手動でUPSをバイパスモードに切り替えて復電。その後、放送機器を再立ち上げ。				920,662世帯。単独。

										ビーエスFOX						幹 ミキ				12				○		12/1/13		22:31:50		12/1/13		22:54:45		0:22:55		その他 タ		他の事業者による要因												中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応										海外からの国際回線における障害にて、生番組開始後、約23分間、急きょ事前録画の内容を放送。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　						DTV		中 チュウ		12				○		12/3/13		5:05:50		12/3/13		8:44:39		3:38:49		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7879号		羽出庭DG。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）				東放第7884号。		約460世帯。共建。				ユニット障害。

				東海 トウカイ		累 ルイ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/4/13		0:00:00		12/4/13		0:03:30		0:03:30		その他 タ		その他 タ		スタジオ音声卓の設定異常により正常な操作が出来なかったため、左記の時間断続的に合計3分31秒間無変調になった。										番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		別スタジオからの送出で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作ミス				約28万世帯

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		12						12/4/13		7:00:03		12/4/13		7:00:30		0:00:27		その他 タ		その他 タ												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		別スタジオからの送出で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作ミス				約28万世帯

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		12						12/4/13		7:12:10		12/4/13		7:12:40		0:00:30		その他 タ		その他 タ												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		別スタジオからの送出で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作ミス				約28万世帯

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		12						12/4/13		7:15:48		12/4/13		7:17:52		0:02:04		その他 タ		その他 タ												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		別スタジオからの送出で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作ミス				約28万世帯

				東海 トウカイ		注 チュウ		静岡 シズオカ		シティエフエム静岡 シズオカ						CFM		C親 オヤ		12						12/4/13		7:21:43		12/4/13		7:22:12		0:00:29		その他 タ		その他 タ												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)		別スタジオからの送出で復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作ミス				約28万世帯

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエムしゅうなん						CFM		C親 オヤ		12				○		12/5/13		19:48:50		12/5/13		19:58:00		0:09:10		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		送出用MDデッキトラブル（故障）による事故				中放第　10424号		エフエム周南				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		（MDデッキ）		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		MDデッキ入替				影響世帯数　12万世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/6/13		14:48:00		12/6/13		18:14:33		3:26:33		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		糸魚川局の親局である糸魚川大野局が落雷によりTTL装置1号、2号の電源ユニット損壊で装置に電源が供給されず停波。				信放第3440号		糸魚川局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		他事業者と保守業者が出向し予備の電源ユニットに接続して復旧。								9,326世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ ニイガタソウゴウ						DTV		中 チュウ		12						12/6/13		14:48:00		12/6/13		18:14:33		3:26:33		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		糸魚川局の親局である糸魚川大野局が落雷によりTTL装置1号、2号の電源ユニット損壊で装置に電源が供給されず停波。				信放第3467号		糸魚川局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		他事業者と保守業者が出向し予備の電源ユニットに接続して復旧。								9,326世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟 ニイガタ						DTV		中 チュウ		12						12/6/13		14:48:00		12/6/13		18:14:33		3:26:33		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		糸魚川局の親局である糸魚川大野局が落雷によりTTL装置1号、2号の電源ユニット損壊で装置に電源が供給されず停波。				信放第3456号		糸魚川局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		他事業者と保守業者が出向し予備の電源ユニットに接続して復旧。								9,326世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ２１ ニイガタ						DTV		中 チュウ		12						12/6/13		14:48:00		12/6/13		18:14:33		3:26:33		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		糸魚川局の親局である糸魚川大野局が落雷によりTTL装置1号、2号の電源ユニット損壊で装置に電源が供給されず停波。				信放第3447号		糸魚川局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)				他の放送事業者が対応		他事業者と保守業者が出向し予備の電源ユニットに接続して復旧。								9,326世帯。共建。

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		NHK　R1						R		中 チュウ		12						12/7/13		15:33:11		12/7/13		15:36:59		0:03:48		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						海放第 3号		中津川Ｒ１				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		上位局の中津川ＦＸの受信給電線を
工事業者が誤って切断		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		固定局に仮設受信空中線を設置し救済				影響世帯数39,649。単独

				東海 トウカイ				岐阜 ギフ		NHK　R2						R		中 チュウ		12				○		12/7/13		15:33:11		12/7/13		15:38:02		0:04:51		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						海放第 39号		中津川Ｒ１				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		上位局の中津川ＦＸの受信給電線を
工事業者が誤って切断		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		固定局に仮設受信空中線を設置し救済				影響世帯数36,573。単独

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		山口 ヤマグチ		エフエム下関 シモノセキ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/9/13		2:00:00		12/9/13		4:59:40		2:59:40		設備故障 セツビコショウ		他の事業者による要因						中放第10253号		コミュニテイエフエム下関　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		衛星放送事業者が機器入替えの際、あらかじめ告知していた電波発射停止を行わず、無音状態のまま電波発射を行ったため、バックアップ装置が作動しなかった。		他の放送事業者が対応						26万世帯。単独。

				中国 チュウゴク				山口 ヤマグチ		エフエムしゅうなん						CFM		C親 オヤ		12				○		12/9/13		2:01:00		12/9/13		2:34:04		0:33:04		その他 タ		他の事業者による要因						中放第　10424号		エフエム周南				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		衛星放送事業者が機器入替えの際、あらかじめ告知していた電波発射停止を行わず、無音状態のまま電波発射を行ったため、バックアップ装置が作動しなかった。		事業者が自ら対応(その他)		手動でスタジオから
音源放送				影響世帯数　12万世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		プ		12				○		12/10/13		16:46:58		12/10/13		16:47:01		0:00:03		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						海放第4264号		ＮＨＫ名古屋ＤＥ、プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		誤操作により放送機を停止		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再起動して回復		プラン海放第4439号、プラン海放第4504号、海放第4561号、海放第4735号、海放第4948号、海放第4923号、海放第4925号、海放第4927号、海放第4959号、海放第4997号、海放第5015号、海放第5032号、海放第5107号、海放第5114号、海放第5149号、海放第5151号、海放第5155号、海放第5174号、海放第5178号、海放第5180号、海放第5268号、海放第5275号、海放第5289号、海放第5294号、海放第5304号、海放第5317号、海放第5349号、海放第533		影響世帯数3,643,638。単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						FM		中 チュウ		12				○		12/10/13		20:14:33		12/10/13		22:56:50		2:42:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷による放送機への障害				信放第226号		高田ＦＭ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						54210世帯

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		VICS						FCM		中 チュウ		12						12/10/13		20:14:33		12/10/13		22:56:50		2:42:17		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷による放送機への障害				信放第3267号		VICS高田。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		NHKが放送機電源をリセットして復旧				54210世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/11/13		11:00:15		12/11/13		11:05:17		0:05:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第3963号		本別中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4695号。		3,134世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		12						12/11/13		11:00:15		12/11/13		11:05:17		0:05:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4695号。		3,134世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		12						12/11/13		11:00:15		12/11/13		11:05:17		0:05:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４０３６号		本別中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4695号。		3,134世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		12						12/11/13		11:00:15		12/11/13		11:05:17		0:05:02		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 3965  号		本別中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。		北放第4695号。		3,134世帯。共建。				故障した設備は無し

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエムからつ						CFM		C親 オヤ		12				○		12/13/13		6:20:00		12/13/13		7:15:00		0:55:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						九放第10340号		FMからつ局　親局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		落雷によるISDN回線の伝送エラー		電気通信事業者が対応		ISDN回線の伝送エラーを発見後、ラジオマイクに切り替え放送。その後ISDN回線は復旧。				41,350世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		文化放送 ブンカホウソウ						R		親 オヤ		12				○		12/13/13		10:19:24		12/13/13		10:19:28		0:00:04		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						関放第１５号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		送信機ユニットが故障したため、予備の送信機に切り替わった。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		エフエム三重 ミエ						FM		親 オヤ		12				○		12/13/13		11:10:29		12/13/13		11:10:37		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第1882号		津超短波放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応				FM宮崎　延岡FM
海放第1883号。海放第1884号。海放第1883号。海放第1884号。海放第1885号。海放第1886号。海放第1887号。海放第2919号。海放第3448号。海放第4240号。海放第4674号。		977,924世帯。共建。

				東海 トウカイ				三重 ミエ		エフエム三重 ミエ						FCM		親 オヤ		12						12/13/13		11:10:29		12/13/13		11:10:37		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第4014号		津超短波文字多重放送局　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応				FM宮崎　延岡FM
海放第4015号。海放第4016号。海放第4017号。海放第4018号。海放第4019号。海放第4020号。海放第4021号。海放第4241号。海放第4677号。		977,924世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		室蘭まちづくり放送 ムロランホウソウ						CFM		親 オヤ		12				○		12/13/13		22:00:00		12/13/13		22:09:00		0:09:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		ＡＰＳ										番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		FMくらしき						CFM		C親 オヤ		12				○		12/14/13		17:00:00		12/14/13		17:03:45		0:03:45		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		ミュージックバード受信チューナーのカードリーダー接触不良。				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき(親局）				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		無音に気づき受信チューナーを見ると、カード無効の表示。他の素材で対応し、カードを再度入れ直し。電源を再度入れる事でチューナー復活。		中放　第10011号株式会社エフエムくらしき（児島局）		放送区域聴取可能世帯　約２６万世帯		単独

				近畿 キンキ		累 ルイ		大阪 オオサカ		FM　cocoro						FM		親 オヤ		12				○		12/15/13		0:00:00		12/15/13		0:01:26		0:01:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		外部スタジオから中継中、伝送装置がフリーズした為。				近放第５７９６号		エフエムココロ。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組中継伝送装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約６３１万世帯。単独。

				信越 シンエツ		重 ジュウ		新潟 ニイガタ		新潟県民FM ニイガタケンミン						FM		親 オヤ		12				○		12/15/13		5:57:34		12/15/13		6:45:08		0:47:34		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		放送休止時の無音検知後の番組
送出装置スイッチャー操作ミス				信放第３２６２号		にいがたけんみんエフエム、親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		APM700番組送出装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				信放第３２６３号、
信放第３２６４号		約６８万世帯、単独

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		FM　cocoro						FM		親 オヤ		12						12/15/13		16:34:38		12/15/13		16:35:29		0:00:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		外部スタジオから中継中、伝送装置がフリーズした為。				近放第５７９６号		エフエムココロ。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組中継伝送装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約６３１万世帯。単独。

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		FM　cocoro						FM		親 オヤ		12						12/15/13		16:36:16		12/15/13		16:36:34		0:00:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		外部スタジオから中継中、伝送装置がフリーズした為。				近放第５７９６号		エフエムココロ。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組中継伝送装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約６３１万世帯。単独。

				近畿 キンキ		注 チュウ		大阪 オオサカ		FM　cocoro						FM		親 オヤ		12						12/15/13		16:37:05		12/15/13		16:37:22		0:00:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		外部スタジオから中継中、伝送装置がフリーズした為。				近放第５７９６号		エフエムココロ。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組中継伝送装置		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約６３１万世帯。単独。

				北陸 ホクリク		累 ルイ		石川 イシカワ		えふえむ　えぬ・わん						CFM		C親 オヤ		12				○		12/17/13		0:00:00		12/17/13		0:01:21		0:01:21		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						陸放第１５００号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信機で確認して停波に気付きすぐ復電を行う		事業者が自ら対応(その他)						約６万世帯		既存無停電電源装置のバッテリー状態警告に伴い、予備装置への交換作業を実施する期間の停波を防止するための準備計画に不備があった。

				北陸 ホクリク		注 チュウ		石川 イシカワ		えふえむ　えぬ・わん						CFM		C親 オヤ		12						12/17/13		16:41:43		12/17/13		16:42:12		0:00:29		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						陸放第１５００号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信機で確認して停波に気付きすぐ復電を行う		事業者が自ら対応(その他)						約６万世帯		既存無停電電源装置のバッテリー状態警告に伴い、予備装置への交換作業を実施する期間の停波を防止するための準備計画に不備があった。

				北陸 ホクリク		注 チュウ		石川 イシカワ		えふえむ　えぬ・わん						CFM		C親 オヤ		12						12/17/13		16:50:11		12/17/13		16:51:03		0:00:52		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						陸放第１５００号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		受信機で確認して停波に気付きすぐ復電を行う		事業者が自ら対応(その他)						約６万世帯		既存無停電電源装置のバッテリー状態警告に伴い、予備装置への交換作業を実施する期間の停波を防止するための準備計画に不備があった。

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				12				○		12/19/13		14:53:48		12/19/13		14:54:02		0:00:14		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		操作ミス										番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替)		14:53:48 送出マトリクスの操作ミスにより映像黒味、音声無音
14:54:02 正しい系統へ切替え								#615 フジテレビＴＷＯ　ドラマ・アニメ（ＨＤ）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島放送 フクシマホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/20/13		4:10:00		12/20/13		8:11:00		4:01:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8700号		西郷羽太局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他の放送事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				174世帯　共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		中 チュウ		12						12/20/13		4:21:00		12/20/13		7:25:00		3:04:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8698号		西郷羽太局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他の放送事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				174世帯　共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島中央テレビ フクシマチュウオウ						DTV		中 チュウ		12						12/20/13		4:27:00		12/20/13		7:37:00		3:10:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8699号		西郷羽太局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				他の放送事業者が対応		受信空中線への着雪による入力電界低下。
着雪の除去を実施して復旧。				174世帯　共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島 フクシマ						DTV		中 チュウ		12						12/20/13		4:45:00		12/20/13		8:29:00		3:44:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		（受信空中線への着雪				東放第８７０１号		西郷羽太局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信空中線		他の放送事業者が対応		気温が上がったことにより受信空中線への着雪が落下し復旧。その後着雪を完全に除去した。				174世帯　共建				発生時刻は放送開始時間、復旧時間は受信電界により異なる。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/20/13		10:09:23		12/20/13		10:40:11		0:30:48		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第7872号		KHB丸森五反田DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約33世帯。共建。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		12				○		12/20/13		11:12:17		12/20/13		11:12:20		0:00:03		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第７８７１号		丸森五反田ＤＴＶ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪
による受信レベル低下
その後出向し雪掃いを
実施		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約３２世帯。共建。

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						DTV		中 チュウ		12				○		12/20/13		16:12:04		12/20/13		17:00:33		0:48:29		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8032号		院内西DTV局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		時間経過と共に周波数特性変動が改善し、復旧した。		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						236世帯、単独障害。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本シティエフエム クマモト						CFM		C親 オヤ		12				○		12/21/13		23:57:25		12/22/13		1:23:11		1:25:46		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		金峰山送信所の番組受信用光回線端末に接続しているＣＯＤＥＣが故障のため放送波の音声断となったもの				九放第７３５３号		熊本ＦＭ。親局				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		送信所ＣＯＤＥＣ		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		音声直後直ちに金峰山送信所に出向き故障状況を点検し予備回線に切り替えて回復				２９８０６０世帯。単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						DTV		中 チュウ		12				○		12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3933号		柏崎山口ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		NHK						DTV		中 チュウ		12						12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3934号		柏崎山口ＤE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟放送 ニイガタホウソウ						DTV		中 チュウ		12						12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3935号		柏崎山口ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ ニイガタソウゴウ						DTV		中 チュウ		12						12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3936号		柏崎山口ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		テレビ新潟 ニイガタ						DTV		中 チュウ		12						12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3937号		柏崎山口ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟テレビ２１ ニイガタ						DTV		中 チュウ		12						12/22/13		9:22:00		12/22/13		15:00:00		5:38:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ		雷害により、送信アンテナ系統に障害				信放第3938号		柏崎山口ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		焼損部品（ケーブル・コネクタ）を交換・修理して回復				717世帯。共建。

				東北 トウホク				岩手 イワテ		FM岩手 イワテ						FM		親 オヤ		12				○		12/25/13		10:19:08		12/25/13		10:30:08		0:11:00		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		緊急地震速報割り込み切替器の誤動作				東放第３３４８号		盛岡　　本局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＳＴＬ音声出力ラインに挿入してある緊急地震速報割り込み用切替器が誤動作し、無音となったもの。変調器の故障と勘違いし復旧に時間を要したが手動切替で復旧。		東放第３３４９号
東放第３３５０号
東放第３３５１号
東放第３３５２号
東放第３３５３号
東放第３３５４号
東放第３３５５号
東放第３３５６号　　		483､934世帯　				現在、緊急地震速報割り込みは禁止状態のまま、無音検知機能付き割り込み装置を検討中。

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						DTV		親 オヤ		12				○		12/25/13		20:00:00		12/25/13		20:02:05		0:02:05		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						信放第3294号		SBC長野DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		本来送出すべきスタジオと運行データが異なっていたため音声が断となった。マスターにて切替操作を行い復旧。		事業者が自ら対応(その他)						約70万世帯。共建

										ジュピターサテライト放送 ホウソウ						般 ハン				12				○		12/26/13		14:36:09		12/26/13		14:36:10		0:00:01		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												地球局設備		地球局設備(送信装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		14:36:09 作業ミスにより送信装置を保守モードへ設定
14:36:10 予備系統へ切替え								#220 ショップチャンネル
#303 ゴルフネットワーク
#312 ムービープラス
#321　ディスカバリーチャンネル
#372 女性チャンネル♪LaLa TV

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムとよひら						CFM		親 オヤ		12				○		12/26/13		23:12:00		12/27/13		0:55:00		1:43:00		自然災害 シゼンサイガイ		その他の自然災害												放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										降雪によるＣＳ放送の減衰　自然復旧

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				12						12/28/13		6:38:42		12/28/13		6:39:05		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		6:38:42 送出サーバー(Mediavenue)のVIDEOサーバー基盤不具合発生
6:39:05 復旧								#629 東映チャンネルHD

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						般 ハン				12				○		12/28/13		6:38:42		12/28/13		6:39:05		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		6:38:42 送出サーバー(Mediavenue)のVIDEOサーバー基盤不具合発生
6:39:05 復旧								東映チャンネル
放送事業者機器不具合（送出サーバー（Ｍｅｄｉａｖｅｎｕｅ）のVIDEOサーバー基盤不具合）

										囲碁将棋チャンネル イゴショウギ						幹 ミキ				12						12/28/13		6:38:42		12/28/13		6:39:08		0:00:26		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		番組用ビデオサーバ										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		番組用ビデオサーバ		事業者自らが対応（ハードウエア交換）

										東映映画放送 トウエイエイガホウソウ						幹 ミキ				12				○		12/28/13		6:38:42		12/28/13		6:39:05		0:00:23		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				事業者自らが対応（ハードウエア交換）										放送事業者機器不具合（送出サーバー（Ｍｅｄｉａｖｅｎｕｅ）のVIDEOサーバー基盤不具合）

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　						DTV		中 チュウ		12				○		12/31/13		11:30:33		12/31/13		15:38:00		4:07:27		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7703号		東和米川DG。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）						約575世帯。共建。				ユニット障害。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム大子 ダイゴ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/1/14		22:35:55		1/2/14		0:26:03		1:50:08		その他 タ		停電 テイデン												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		民家火災によるＮＴＴ回線ケーブル破断したため放送不通，１時間５０分０８秒後予備音源により再開した。１月２日１８時４０分通信ケーブル復旧，１９時２０分通常放送。		事業者が自ら対応(その他)						４１９９世帯

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		中 チュウ		1						1/3/14		15:52:04		1/3/14		15:52:12		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第２５５０号		函館超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		「北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により
復旧。				約１５６７３０世帯。共健。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		1				○		1/3/14		15:52:04		1/3/14		15:52:12		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1468号		函館超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		「北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により
復旧。				約１５６７３０世帯。共健。				故障した設備は無し

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		FMくらしき						CFM		C親 オヤ		1				○		1/3/14		18:00:03		1/3/14		19:09:23		1:09:20		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ＥＤＰＳで年末年始特別編成を作成する際の、素材選択ミス				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき(親局）				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		年始特別編成で通常は放送しない番組をJ-Waveから受信放送。自局CMからJ-Waveに戻らず演奏所ｽﾀｼﾞｵが選択されていた為無音発生。緊急放送でﾁｬﾝﾈﾙをJ-waveに変更。		中放　第10011号株式会社エフエムくらしき（児島局）		放送区域聴取可能世帯　約２６万世帯		単独

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		エフエム新津 ニイツ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/5/14		11:00:03		1/5/14		11:16:07		0:16:04		その他 タ		他の事業者の要因 タジギョウシャヨウイン						信放第2280号		エフエム新津局　親局		配信元が設置した専用受信機の故障		番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				他の放送事業者が対応		監視装置にて故障検知。配信元に速やかな対応を要請。				約2万世帯。単独。

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		葛飾エフエム カツシカ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/5/14		19:00:02		1/5/14		19:00:31		0:00:29		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						関放第5340号		葛飾エフエム局　				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		監視装置で不具合を検知し不具合時音源に切り替わった。								29秒間の無音が発生。
この不具合について設備が検知し通知する機能を有していなかったため発見遅延

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		エフエム富山 トヤマ						FM		親 オヤ		1				○		1/11/14		11:00:03		1/11/14		11:09:49		0:09:46		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組制作者が、前日に番組バンクにフ番組登録作業を行ったが、その際に手順の誤操作があった				陸放第770号		超短波放送局とやまFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		出社していた社員と警備会社からの通報で技術担当者２名入局するが、既に音声は復旧していた。		宇奈月中継局
（陸放第822号）

福光中継局
（陸放第1398号）		421,070世帯（県下全域）

				北陸 ホクリク		重 ジュウ		石川 イシカワ		ラジオこまつ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/13/14		15:59:00		1/13/14		21:50:00		5:51:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		1				○		1/13/14		19:16:23		1/14/14		11:54:13		16:37:50		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8105号		伊南DG。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）				東放第8159号。東放第8140号。		約690世帯。共建。				断続的な停波。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		知多メディアネットワーク チタ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/15/14		16:31:00		1/15/14		17:07:00		0:36:00		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						海放第4751号		メディアスエフエム				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		演奏所側メディアコンバーターの故障		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		監視装置にて故障検知。同時に空中波で人的に障害確認。現地出向して予備系に切替。				約４万世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		ＴＢＳ						DTV		親 オヤ		1				○		1/17/14		9:14:24		1/17/14		9:14:46		0:00:22		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		発局（ＴＢＳテレビ）における番組送出装置の誤操作。（番組本編送出中にカラーバーおよびシングルトーンを送出）										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		（発局の番組送出装置）		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		番組送出装置を手動にて、本来の番組素材に切り戻した。								影響世帯数約1,800万世帯

				東北 トウホク				山形 ヤマガタ		山形コミュニティ放送 ヤマガタホウソウ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/14		7:00:00		1/18/14		7:58:00		0:58:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東方第５６８７号		山形コミュニティ放送				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		ＣＦプレイヤー　ＣＤプレイヤー		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		リスナーからのメールで認識。ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭ交換。無音検知装置とﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟCDﾌﾟﾚｰﾔｰとの間のコネクタ交換。				約１８万世帯。単独

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMしみず						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/14		8:59:47		1/18/14		9:37:00		0:37:13		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		（送信所側のONU）										中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		電気通信事業者が送信所まで出向きONUを交換した。		電気通信事業者が対応						8万4000世帯				光回線が復旧する12:47までは非常用回線（無線）を使用した。回線の障害は中断ではなくプログラムにノイズが混入した。

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫 ヒョウゴ		FMたじま						CFM		C親 オヤ		1				○		1/18/14		16:21:40		1/18/14		19:19:00		2:57:20		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第100584号		エフエムたじま 親局		コーディック		中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						21,908世帯 単独

						重 ジュウ				Dpa						幹 ミキ				1				○		1/20/14		4:44:00		1/20/14		5:36:22		0:52:22		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		1系統の音声断を確認し、2系統に手動で切り換えた。								2014/3/28　音声無音検知器を、整備した。

										インタラクティービー						幹 ミキ				1						1/20/14		13:25:57		1/20/14		13:29:58		0:04:01		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		多重化装置の制御装置に異常										番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		13:25:57 東陽町マスターにて異常を確認
13:29:58 予備系への切替中に自然復旧するが、予備系に切替								#342 ヒストリーチャンネル

										スカパーJSAT						幹 ミキ				1				○		1/20/14		13:25:57		1/20/14		13:29:58		0:04:01		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		多重化装置の制御装置										地球局設備		地球局設備(その他)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		13:25頃　監視用受信機にて映像、音声の異常を認知。
13:29:58　自然復旧。
多重化装置の制御装置を予備品と交換。								#342 ヒストリーチャンネル
ND4 インタラクティーヴィ

				東北 トウホク				福島 フクシマ		郡山コミュニティエフエム コオリヤマ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/21/14		9:12:48		1/21/14		9:14:09		0:01:21		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						東放第8419号		郡山コミュニティFM				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		緊急時割り込み装置		電気通信事業者が対応		不正信号に反応してしまうため。ノイズ対策を施した。

										QVC						般 ハン				1				○		1/24/14		0:00:00		1/24/14		15:25:27		0:00:41		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		VIZ（グラフィック）メンテナンス時のDSK切替えミスによるもの。										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		グラフィック生成装置		事業者が自ら対応(その他)

				東北 トウホク				福島 フクシマ		郡山コミュニティエフエム コオリヤマ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/24/14		16:45:00		1/24/14		16:45:03		0:00:03		設備故障 セツビコショウ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						東放第8419号		郡山コミュニティFM				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		緊急時割り込み装置		電気通信事業者が対応		不正信号に反応してしまうため。ノイズ対策を施した。

				北海道 ホッカイドウ		累 ルイ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		1				○		1/25/14		0:00:00		1/25/14		0:00:14		0:00:14		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		事業者が自ら対応(その他)						3万4千305世帯。単独。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		1						1/25/14		7:22:23		1/25/14		7:22:30		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		事業者が自ら対応(その他)						3万4千305世帯。単独。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ		注 チュウ		北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		1						1/25/14		7:37:31		1/25/14		7:37:38		0:00:07		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第2号		名寄ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。		事業者が自ら対応(その他)						3万4千305世帯。単独。				故障した設備は無し

				近畿 キンキ		重 ジュウ		兵庫 ヒョウゴ		FMたじま						CFM		C親 オヤ		1				○		1/26/14		3:30:00		1/26/14		11:03:54		7:33:54		停電 テイデン		停電 テイデン						近放第100584号		エフエムたじま 親局		コーディック		中継回線設備		中継回線設備(その他)				電気通信事業者が対応						21,908世帯 単独

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				1				○		1/26/14		5:34:39		1/26/14		5:49:39		0:15:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		5:34:39 ビデオサーバー内のハードディスク破損のため、映像静止・音声無音状態が発生
5:49:39 緊急静止画送出の後復旧								#639 Music Japan TV HD

										アトスインターナショナル						般 ハン				1						1/26/14		5:34:39		1/26/14		5:49:39		0:15:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(その他) タ				事業者が自ら対応(その他)		5:34:39 ビデオサーバー内のハードディスク破損のため、映像静止・音声無音状態が発生
5:49:39 緊急静止画送出の後復旧								Mus+AG963ic Japan TV

				中国 チュウゴク				広島 ヒロシマ		エフエムはつかいち						CFM		C親 オヤ		1				○		1/26/14		9:00:00		1/26/14		10:04:00		1:04:00		自然災害 シゼンサイガイ		雷 カミナリ						中放第10807号		エフエムはつかいち(親局)				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		コーディツク(送信所)		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		送信所に出動してコーディツク電源を一旦断とし、再投入で回復				世帯数(80,000世帯)・単独

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		中 チュウ		1				○		1/26/14		10:55:00		1/26/14		11:24:00		0:29:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第7649号		荒海局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		1号放送機器故障				644世帯、共同運営

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		中 チュウ		1				○		1/26/14		22:22:00		1/27/14		3:12:00		4:50:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第8585号		小野浮金局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		大雪のため現地出向出来ず、事業者が現象確認するに留まった。		事業者が自ら対応(その他)		大雪で現地出向出来ず、そのまま放送休止時間に入る。
翌日現地出向して復旧。				220世帯。共建。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島テレビ フクシマ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		4:51:00		1/27/14		9:25:00		4:34:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第8585号		小野浮金局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		大雪のため現地出向出来ず、事業者が現象確認するに留まった。		事業者が自ら対応(その他)						220世帯。共建。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		5:55:05		1/27/14		10:16:00		4:20:55		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8584号		小野浮金DＥ。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		NHKが現地出向し回復。				約234世帯。共建。				受信空中線不良。断続的な停波。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		テレビユー福島 フクシマ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		6:00:00		1/27/14		10:16:00		4:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第８５８８号		小野浮金局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		アンテナ固定ボルト脱落による受信電界変動。
固定ボルトの全数交換、ボルト固定剤での処理を実施して復旧。				220世帯。共建。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島放送 フクシマホウソウ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		6:00:00		1/27/14		10:16:00		4:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第8587号		小野浮金局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		アンテナ固定ボルト脱落による受信電界変動。
固定ボルトの全数交換、ボルト固定剤での処理を実施して復旧。				220世帯。共建。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		福島中央テレビ フクシマチュウオウ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		6:00:00		1/27/14		10:16:00		4:16:00		自然災害 シゼンサイガイ		強風 キョウフウ						東放第8586号		小野浮金局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(その他)		アンテナ固定ボルト脱落による受信電界変動。
固定ボルトの全数交換、ボルト固定剤での処理を実施して復旧。				220世帯。共建。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		1						1/27/14		6:04:06		1/27/14		10:16:00		4:11:54		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8583号		小野浮金DG。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		NHKが現地出向し回復。				約234世帯。共建。				受信空中線不良。断続的な停波。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		プ		1				○		1/28/14		4:21:01		1/28/14		4:21:10		0:00:09		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						近放第101137号		北淡垂水　プラン局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				他の放送事業者が対応		現場の作業員が誤操作に気付き、すぐに復旧した。				約95万世帯★。共建。

				関東 カントウ				茨城 イバラキ		ファイトマイタウン日立 ヒタチ						CFM		親 オヤ		1				○		1/28/14		14:00:00		1/28/14		14:28:00		0:28:00		回線障害 カイセンショウガイ		他の事業者による要因		（ＣＳ放送が受信不可となり、緊急用放送が流れた。その後自動　復旧した）										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				他の放送事業者が対応

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						R		親 オヤ		1				○		1/30/14		6:07:37		1/30/14		6:07:40		0:00:03		停電 テイデン		停電 テイデン								大阪局。親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		定期検査測定のためＵＰＳ非搭載の予備系送信機で放送中に商用電源が停電。受電切替の期間3秒間停波した。故障ではなく、電源のバックアップ機能は正常に動作した。		近放第100120号。		10,559,601世帯　単独

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		NHK						R		中 チュウ		1				○		1/30/14		23:35:00		1/30/14		23:43:00		0:08:00		回線障害 カイセンショウガイ		自然故障 シゼンコショウ						信放第1841号		ＮＨＫ白馬Ｒ１，その他の局				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		ＮＴＴが故障機器を交換
（ＮＴＴの対応完了までは予備系にて救済）				13010世帯 単独

				東北 トウホク				福島 フクシマ		郡山コミュニティエフエム コオリヤマ						CFM		C親 オヤ		1				○		1/31/14		12:10:30		1/31/14		12:11:00		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						東放第8419号		郡山コミュニティFM				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		緊急時割り込み装置		電気通信事業者が対応		不正信号に反応してしまうため。ノイズ対策を施した。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本放送 クマモトホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○		2/2/14		3:32:34		2/2/14		3:34:04		0:01:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		送出管理用データの誤入力				九放第8877号		RKK熊本DTV　親局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		　ＣＭデータサーバー		事業者が自ら対応(その他)		誤入力データの番組が終了後正常となった。				約960千世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		プ		2				○		2/2/14		12:38:13		2/2/14		12:38:34		0:00:21		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1706号		STV稚内放送(ﾌﾟﾗﾝ局）				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応						約3万世帯。単独。				故障した設備は無し

				九州 キュウシュウ				佐賀 サガ		エフエムからつ						CFM		C親 オヤ		2				○		2/3/14		10:43:00		2/3/14		11:45:00		1:02:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10340号		FMからつ局　親局				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		送信所IPコーデック故障による音声断		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		現地へ出向し、ラジオマイクに切替て音声を仮復旧させＩＰコーデックを交換し復旧				41,350世帯

				関東 カントウ				東京 トウキョウ		エフエム西東京 ニシトウキョウ						CFM		C親 オヤ		2				○		2/3/14		13:00:00		2/3/14		13:01:51		0:01:51		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		音楽再生用PCの不具合		事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)		PC一時停止状態をキーを押す事で解消

				信越 シンエツ				新潟 ニイガタ		新潟総合テレビ ニイガタソウゴウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/3/14		19:30:00		2/3/14		23:50:00		4:20:00		設備故障 セツビコショウ		その他 タ						信放第3697号		高柳局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気通信事業者が対応		予備ユニットと交換して復旧。		信放第3896号
（柏崎鯖石局）		1,159世帯。共建。				故障はNSTのみ。

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		島根 シマネ		エフエムいずも						CFM		C親 オヤ		2				○		2/4/14		21:21:57		2/5/14		12:40:00		15:18:03		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第10419号		エフエムいずも　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応						56，061世帯　共建

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FM島田 シマダ						CFM		C親 オヤ		2				○		2/7/14		8:27:00		2/7/14		10:08:00		1:41:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						北五和中継局 海放第5115号						中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		通信回線が不安定状態となり、無変調状態となった。
状況を通報装置により把握。
局員が中継局に出向き、機器を再起動し復旧した。		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						約４万世帯

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		エフエム富山 トヤマ						FM		親 オヤ		2				○		2/7/14		10:04:28		2/7/14		10:05:50		0:01:22		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ		スタジオで生放送中に、スタジオ調整卓が制御不能となった。				陸放第770号		超短波放送局とやまFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		番組ディレクターと技術員２名で対応。
穴埋め用音楽が流れている間に、スタジオ調整卓の電源を入れ直した。		宇奈月中継局
（陸放第822号）

福光中継局
（陸放第1398号）		421,070世帯（県下全域）

										Dpa						幹 ミキ				2				○		2/7/14		15:30:03		2/7/14		15:30:16		0:00:13		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		地デジ変換設備HDデコーダ										番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										地デジ放送がマルチ編成ＳＤ２波からＨＤ１波への戻りタイミングで音声無音確認。その後自然復帰。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌コミュニティ放送 サッポロホウソウ						CFM		親 オヤ		2				○		2/8/14		4:25:00		2/8/14		6:20:00		1:55:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		経年劣化										放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		予備機に切替え、その後、不良IC部品を交換して復旧

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		FMくらしき						CFM		C親 オヤ		2				○		2/8/14		9:00:03		2/8/14		9:23:00		0:22:57		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		ミュージックバード社に問い合わせしたところ、パラボラアンテナの着雪が原因なのではとの事。				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき(親局）				中継回線設備		中継回線設備(その他)		パラボラアンテナへの着雪が原因と思われる。		事業者が自ら対応(その他)		自局CMの後、着雪の為SPACE DiVAからの音声が受けられず。当直も積雪により出社が遅れ、別音源で対応するまでの間が無音に。その後自然復旧した。		中放　第10011号株式会社エフエムくらしき（児島局）		放送区域聴取可能世帯　約２６万世帯		単独

				関東 カントウ				千葉 チバ		かずさエフエム						CFM		C親 オヤ		2				○		2/8/14		18:53:21		2/8/14		20:10:56		1:17:35		停電 テイデン		降雪		停電										番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		商用電源復旧により回復		電気事業者が対応										大雪に伴う停電によりマスタールーム内UPSに蓄電されていた電気を全て使い切り、停電となって無音になる。

				九州 キュウシュウ				福岡 フクオカ		TVQ						DTV		プ		2				○		2/10/14		17:02:21		2/10/14		17:02:29		0:00:08		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						九放第8931号		北九州局 キタキュウシュウキョク				中継回線設備		中継回線設備(その他)		ＳＴＬ受信装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										北九州局の上位局にあたる三郡山固定局のパラボラアンテナ表面の凍結により、北九州局ＳＴＬ受信装置の受信レベル低下が発生

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/13/14		9:46:57		2/13/14		9:47:49		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4645号		赤平中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				4,602世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		2						2/13/14		9:46:57		2/13/14		9:47:49		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4648  号		赤平中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				4,602世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		2						2/13/14		9:46:57		2/13/14		9:47:49		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第４６４７号		赤平中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				4,602世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/13/14		9:46:57		2/13/14		9:47:49		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第 4648  号		赤平中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				4,602世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		テレビ北海道 ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		2						2/13/14		9:46:57		2/13/14		9:47:49		0:00:52		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第4711号		赤平中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により復旧。				4,602世帯。共建。				故障した設備は無し

				中国 チュウゴク		重 ジュウ		岡山 オカヤマ		山陽放送 サンヨウホウソウ						R		親 オヤ		2				○		2/13/14		10:47:22		2/13/14		11:29:24		0:42:02		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		塗装業者が局舎外壁の高圧洗浄を行う際、ホースが送信空中線に接触したため不整合になり、送信機の保護回路が動作し停波した。				中放第45号		RSK岡山R。親局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		監視装置にて停波検知。現地出向し、保護回路のリセットを行い送信機を再起動。		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)						1,477,527世帯。単独。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/13/14		22:21:56		2/14/14		7:24:47		9:02:51		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第8358号		気仙沼前木局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		補償機		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		監視装置にて故障検知。現地出向し、予備品と交換。								補償機（マルチパス等化装置）の故障により放送中断に至る。悪天候により現地出向が遅延。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		NHK						FM		中 チュウ		2				○		2/13/14		23:36:22		2/13/14		23:39:43		0:03:21		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第4740号		NHK入郷FM				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応				NHK椎葉FM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九放第6594号）		約1500世帯。単独。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		VICS						FCM		中 チュウ		2						2/13/14		23:36:22		2/13/14		23:39:43		0:03:21		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第8708号		VICS入郷。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		受電回復して復旧。
（予備電源起動せず。停電復旧後、NHKにて正常動作確認。後日、予防保全のため部品交換実施）		九放第8711号		約1500世帯。単独。

				九州 キュウシュウ				大分 オオイタ		NHK						R		中 チュウ		2				○		2/14/14		0:20:10		2/14/14		3:58:30		3:38:20		停電 テイデン		停電 テイデン						九放第5505号		NHK竹田R1				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		大雪に伴う停電。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落雷による予備電源設備障害による停波。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現地出向しMCCBを再投入して回復。		事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		受電回復して復旧。
（予備電源起動せず。停電復旧後、正常動作確認。後日、予防保全のため部品交換実施）				16,387世帯。単独。				大雪に伴う交通規制のため出向に時間を要した

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		FMくらしき						CFM		C親 オヤ		2				○		2/14/14		6:00:03		2/14/14		6:16:15		0:16:12		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ		2/8の無音同様、パラボラアンテナへの着雪が原因ではないかと思われる。				中放　第10009号		株式会社エフエムくらしき(親局）				中継回線設備		中継回線設備(その他)		自局から送出した時報音の後、SPACE DiVAからの音声が受信できず。社員出勤前だった為、別音源で対応できるまでの間が無音となった。その後自然復旧した。		事業者が自ら対応(その他)		自局CMの後、着雪の為SPACE DiVAからの音声が受けられず。当直も積雪により出社が遅れ、別音源で対応するまでの間が無音に。その後自然復旧した。		中放　第10011号株式会社エフエムくらしき（児島局）		放送区域聴取可能世帯　約２６万世帯		単独

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		朝日放送 アサヒホウソウ						DTV		親 オヤ		2				○		2/14/14		9:17:00		2/14/14		12:27:01		3:10:01		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						近放第100682号		大阪局。親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		データ放送の自動制作サーバ		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		データ放送の自動更新が停止し、古いデータ表示のままとなった。状況調査・対応策検討後、自動制作サーバーを再起動。				約976万世帯　単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2				○		2/14/14		11:02:09		2/14/14		11:48:08		0:45:59		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5386号		ＮＨＫ藤岡ＤＥ、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,706。単独				1～53秒間の停波が216回発生

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2				○		2/14/14		13:28:22		2/14/14		13:41:50		0:13:28		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5386号		ＮＨＫ藤岡ＤＥ、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,706。単独				1～53秒間の停波が20回発生

				東海 トウカイ				静岡 シズオカ		FMいずのくに						CFM		C親 オヤ		2				○		2/14/14		13:34:00		2/14/14		13:35:00		0:01:00		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5467号		ＦＭいずのくに		ＦＭ送信機１号機不良		放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		２号機に自動切り替えで対応。１号機修理で現在復旧。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2				○		2/14/14		14:54:19		2/14/14		15:04:22		0:10:03		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5177号		ＮＨＫ稲武東ＤＧ、そ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 405。共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2						2/14/14		14:54:19		2/14/14		15:04:22		0:10:03		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5178号		ＮＨＫ稲武東ＤE、そ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 405。共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2				○		2/14/14		14:54:19		2/14/14		15:04:22		0:10:03		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5179号		ＮＨＫ稲武西ＤＧ、そ ニシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 310。共建

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2						2/14/14		14:54:19		2/14/14		15:04:22		0:10:03		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5180号		ＮＨＫ稲武西ＤE、そ ニシ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 310。共建

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		NHK						DTV		中 チュウ		2				○		2/14/14		22:07:15		2/15/14		3:35:33		5:28:18		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						九放第10499号		NHK本渡DG				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者自らが対応（ハードウエア交換）		故障部分を復旧して回復				3,222世帯。共建				DE、DRKK、DTKU、DKKT、DKABと共建。

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		0:00:00		2/15/14		0:05:33		0:05:33		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第4922号		ＮＨＫ明智ＤＧ、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,396。単独				3回延べ5分33秒間の停波が発生

				東海 トウカイ		累 ルイ		愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2				○		2/15/14		0:00:00		2/15/14		0:09:20		0:09:20		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第4923号		ＮＨＫ明智ＤE、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,396。単独				４回延べ9分20秒間の停波が発生

				東北 トウホク		累 ルイ		宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/15/14		0:00:00		2/15/14		0:22:25		0:22:25		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8408号		KHB柴田船迫DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						3724世帯

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		ZIP-FM						FM		親 オヤ		2				○		2/15/14		5:01:00		2/15/14		5:01:08		0:00:08		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ						海放第3462号		ジップエフエム。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		自動選曲自動送出装置		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		自然復旧するまでの8秒間無音となる。		海放第3463号		3,231,868世帯。単独。

				東海 トウカイ		注 チュウ		愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		6:21:30		2/15/14		6:44:24		0:22:54		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第4923号		ＮＨＫ明智ＤE、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,396。単独				４回延べ9分20秒間の停波が発生

				東海 トウカイ		注 チュウ		愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		6:21:43		2/15/14		6:43:58		0:22:15		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第4922号		ＮＨＫ明智ＤＧ、その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 1,396。単独				3回延べ5分33秒間の停波が発生

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2				○		2/15/14		7:26:59		2/15/14		7:30:20		0:03:21		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5322号		NHK島ヶ原DG				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 762。単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		7:26:59		2/15/14		7:30:20		0:03:21		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						海放第5323号		NHK島ヶ原DE				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)		受信アンテナへの着雪による受信レベル低下		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		着雪の落下により回復				影響世帯数 762。単独

				関東 カントウ				千葉 チバ		千葉テレビ チバ						DTV		中 チュウ		2				○		2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第10132号		CTC富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第１０１３１号		富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第10130号		富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		ＴＢＳ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第10129号		富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第10128号		富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				関東 カントウ				千葉 チバ		日本テレビ ニホン						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		11:01:25		2/15/14		18:28:24		7:26:59		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第10127号		富津豊岡DTV。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								137世帯。共建

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム オカヤマ						CFM		C親 オヤ		2				○		2/15/14		12:00:00		2/15/14		12:20:30		0:20:30		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		ＡＰＳ（自動番組送出装置）へ番組を入力する際、手順の違いにより誤って番組が消去されその後、番組が入力されていなかった。				中放第10035号		岡山シティエフエム（親局）				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		スタジオからからマニュアルで送出		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						38万世帯100万人

				東北 トウホク		注 チュウ		宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		14:54:14		2/15/14		14:57:05		0:02:51		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8408号		KHB柴田船迫DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						3724世帯

				東北 トウホク		注 チュウ		宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		14:58:16		2/15/14		15:17:52		0:19:36		自然災害 シゼンサイガイ		降雪 コウセツ						東放第8408号		KHB柴田船迫DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						3724世帯

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:00:01		2/16/14		0:09:20		7:09:19		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８２６１号		南足柄DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第８６２７号(山北局)						影響世帯数38809世帯　P5共建局

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:00:01		2/16/14		0:09:20		7:09:19		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8260号		南足柄DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第8626号（山北DTV）						影響世帯数38809世帯　P5共建局

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		ＴＢＳ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:00:01		2/16/14		0:09:20		7:09:19		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8259号		南足柄DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第8626号（山北DTV）						影響世帯数38809世帯　P5共建局

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:00:01		2/16/14		0:09:20		7:09:19		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8258号		南足柄DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第8624号(山北局)						影響世帯数38809世帯　P5共建局

				関東 カントウ				神奈川 カナガワ		日本テレビ ニホン						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:00:01		2/16/14		0:09:20		7:09:19		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8257号		南足柄DTV その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第8623号
(山北局)その他局						影響世帯数38809世帯　P5共建局

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DG						DTV		中 チュウ		2				○		2/15/14		17:40:00		2/16/14		19:27:00		25:47:00		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第5102号		ＮＨＫ井川ＤＧ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		雪による長時間停電により、ＢＦが放電終了となり停波。		事業者が自ら対応(その他)		現地出向し携帯ＥＧで救済。				影響世帯数 296。共建

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				愛知 アイチ		NHK　DE						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		17:40:00		2/16/14		19:27:00		25:47:00		停電 テイデン		停電 テイデン						海放第5103号		ＮＨＫ井川ＤE				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		雪による長時間停電により、ＢＦが放電終了となり停波。		事業者が自ら対応(その他)		現地出向し携帯ＥＧで救済。				影響世帯数 296。共建

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡放送 シズオカホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		20:32:00		2/16/14		19:27:00		22:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		降雪により送電線断となり停電発生無停電装置のﾊﾞｯﾃﾘｰ放電により停波				海放第5100号		SBS井川DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		通行規制が解除された2月16日に現地入りし、可搬型発電機を持ち込み放送開始した。
その後2月18日に商用復旧した。				296世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				静岡 シズオカ		テレビ静岡 シズオカ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		20:32:00		2/16/14		19:27:00		22:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		降雪により送電線断となり停電発生無停電装置のﾊﾞｯﾃﾘｰ放電により停波				海放第5099号		ＳＵＴ井川DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		通行規制が解除された2月16日に現地入りし、可搬型発電機を持ち込み放送開始した。
その後2月18日に商用復旧した。				296世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡朝日放送 シズオカアサヒホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		20:32:00		2/16/14		19:27:00		22:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		降雪により送電線断となり停電発生無停電装置のﾊﾞｯﾃﾘｰ放電により停波				海放第5097号		SATV井川DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		通行規制が解除された2月16日に現地入りし、可搬型発電機を持ち込み放送開始した。
その後2月18日に商用復旧した。				296世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東海 トウカイ				静岡 シズオカ		静岡第一テレビ シズオカダイイチ						DTV		中 チュウ		2						2/15/14		20:32:00		2/16/14		19:27:00		22:55:00		停電 テイデン		停電 テイデン		降雪により送電線断となり停電発生無停電装置のﾊﾞｯﾃﾘｰ放電により停波				海放第5098号		SDT井川DTV局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		通行規制が解除された2月16日に現地入りし、可搬型発電機を持ち込み放送開始した。
その後2月18日に商用復旧した。				296世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		1:57:28		2/16/14		12:57:28		11:00:00		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7861号,東放第7862号		丸森石神DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		NHKが現地出向し回復。		東放第7867号。東放第7868号。		約128世帯。共建。				降雪による停電。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:28		2/16/14		12:57:28		11:00:00		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第７８６５号		丸森石神DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ				東放第７８７１号		93世帯				豪雪により現地到着遅延

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:28		2/16/14		12:57:28		11:00:00		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第７８７１号		丸森五反田ＤＴＶ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						約３２世帯。共建。				豪雪により現地到着遅延

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:28		2/16/14		12:57:28		11:00:00		停電 テイデン		降雪 コウセツ						東放第7864号		丸森石神DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)				東放第７８７１号		93世帯				積雪による地域停電で停波に至る。悪天候により現地出向が遅延。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:28		2/16/14		12:57:28		11:00:00		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による商用停電、BF枯渇による停波				東放第7863号		丸森石神DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電検知。可搬発電機を持って出向し放送回復。その後商用復帰。		東放第７８７１号		93世帯				悪天候のため、現地出向が遅延

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		1:57:29		2/17/14		7:30:00		29:32:31		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7867号,東放第7868号		丸森五反田DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		NHKが現地出向し回復。				約33世帯。共建。				降雪による停電。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:29		2/17/14		7:30:38		29:33:09		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7872号		KHB丸森五反田DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ						約33世帯。共建。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:29		2/16/14		12:57:28		10:59:59		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7866号		KHB丸森石神DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)						93世帯

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:29		2/17/14		7:30:38		29:33:09		停電 テイデン		降雪 コウセツ						東放第7870号		丸森五反田ＤＴＶ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)										積雪による地域停電で停波に至る。悪天候により現地出向が遅延。

		措置模様はＮＨＫを採用 ソチモヨウサイヨウ		東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		1:57:29		2/17/14		7:30:38		29:33:09		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による商用停電、BF枯渇による停波				東放第7869号		丸森五反田ＤＴＶ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電検知。可搬発電機を持って出向し放送回復。その後商用復帰。								悪天候のため、現地出向が遅延

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		7:30:00		2/16/14		20:35:30		13:05:30		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８５３３号		富沢ＤＧ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								833世帯。単独

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		7:30:00		2/16/14		20:35:30		13:05:30		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８５３４号		富沢ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								833世帯。単独

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		7:49:15		2/16/14		10:42:39		2:53:24		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９０５５号		武川真原ＤＧ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								91世帯。共建

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		7:49:15		2/16/14		10:42:39		2:53:24		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９０５６号		武川真原ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								91世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		7:49:15		2/17/14		4:31:00		20:41:45		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８５８９号		鹿沼ＤＧ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		テレビ山梨 ヤマナシ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		7:49:15		2/16/14		10:42:39		2:53:24		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第9058号		ＵＴＹ武川真原ＤＴＶ　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電力会社による停電		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								91世帯。共建

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送 ヤマナシホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		7:49:15		2/16/14		10:42:39		2:53:24		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９０５７号		ＹＢＳ武川真原ＤＴＶ　その他				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		電力会社による停電		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								91世帯。共建

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		NHK　FM大津 オオツ						FM		親 オヤ		2				○		2/16/14		7:59:15		2/16/14		7:59:20		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第441号		NHK大津FM　親局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				近放第578号。近放第966号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ				滋賀 シガ		VICS大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/16/14		7:59:15		2/16/14		7:59:20		0:00:05		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100642号						中継回線設備		中継回線設備(送信機)				他の放送事業者が対応				近放第100643号。近放第100644号。		約49万世帯　共建

				関東 カントウ				栃木 トチギ		ＦＭ栃木 トチギ						FM		中 チュウ		2				○		2/16/14		10:36:00		2/16/14		16:02:00		5:26:00		停電 テイデン		停電 テイデン		商用電源の長時間停電による非常用電源設備のバッテリー切れ				関放第3590号		葛生中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		非常用電源設備(ﾊﾞｯﾃﾘｰ)		電気事業者が対応				関放第3589号						約11万世帯。単独

				関東 カントウ				栃木 トチギ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		13:10:00		2/17/14		1:35:00		12:25:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８５９０号		鹿沼ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		栃木テレビ トチギ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		13:10:00		2/18/14		11:50:00		46:40:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8596号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

				東北 トウホク				福島 フクシマ		いわき市民コミュニティＦＭ シミン						CFM		中 チュウ		2				○		2/16/14		14:00:00		2/20/14		13:40:00		95:40:00		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						東放8633～東放8645　　　（中継局１３局）						中継回線設備		中継回線設備(その他)		光ケーブル内芯線切換えにて復旧		電気通信事業者が対応										いわき市から借用の光回線のためいわき市が障害対応しました。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		14:00:00		2/16/14		17:59:38		3:59:38		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7589号,東放第7590号		川俣DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		NHKが現地出向し回復。		東放第8148号。東放第8149号。		約3109世帯。共建。				降雪による停電。

		停止時間の長いＦＭ群馬を採用 テイシジカンナガグンマサイヨウ		関東 カントウ				群馬 グンマ		ＦＭ群馬 グンマ						FM		中 チュウ		2				○		2/15/14		8:36:53		2/17/14		17:12:03		56:35:10		停電 テイデン		降雪		三波川局におきまして大雪の影響により停電となり、停電後は非常用電源(ﾊﾞｯﾃﾘｰ)での運転となりましたが、そのﾊﾞｯﾃﾘｰもあがってしまい停波となりました。										放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		この停波により三波川局の下位の万場局も同時間に停波となりました。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		14:15:53		2/16/14		16:04:17		1:48:24		停電 テイデン		降雪 コウセツ						東放第7589号,東放第7590号		羽出庭DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				他の放送事業者が対応				東放第7884号。東放第7885号。		約460世帯。共建。				降雪による停電。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		ＮＨＫ　ＤＧ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		14:15:53		2/16/14		16:08:19		1:52:26		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7884号,東放第7885号		大張DG,DE。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		電気事業者の復電作業および親局復旧に伴い回復。		東放第7884号。東放第7885号。		約204世帯。共建。				降雪による停電。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		17:30:00		2/17/14		16:05:23		22:35:23		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7889号		KHB羽出庭DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				東放第7884号。東放第7885号。		約460世帯。共建。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		17:30:00		2/17/14		16:05:23		22:35:23		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第７８８３号		羽出庭DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		豪雪による停電
バッテリー枯渇
による停波
積雪のため出向できず
電力復電により復帰				約２５１世帯。共建。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		17:30:00		2/17/14		16:05:31		22:35:31		停電 テイデン		降雪 コウセツ						東放第7882号		羽出庭局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応						251世帯。共建。				積雪による地域停電で停波に至る。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		17:30:00		2/17/14		16:05:31		22:35:31		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による商用停電、BF枯渇による停波				東放第7881号		羽出庭局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				電気事業者が対応		監視装置にて停電検知。可搬発電機を持って出向し放送回復。その後商用復帰。				251世帯。共建。				悪天候のため、現地出向が遅延

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		19:20:25		2/17/14		17:14:37		21:54:12		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９３２２号		三波川ＤＧ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								122世帯。単独

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＮＨＫ　ＤＥ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		19:20:25		2/17/14		17:14:37		21:54:12		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第９３２３号		三波川ＤＥ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧								122世帯。単独

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東日本放送 ヒガシニホンホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/16/14		20:00:00		2/17/14		11:30:38		15:30:38		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第7890号		KHB大張DTV				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)				東放第7884号。東放第7885号。		約204世帯。共建。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		宮城テレビ ミヤギ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		20:00:00		2/17/14		11:30:38		15:30:38		停電 テイデン		停電 テイデン						東放第７８８８号		大張ＤＴＶ その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						約２００世帯。共建。				豪雪により現地到着遅延

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		仙台放送 センダイホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		20:00:00		2/17/14		11:28:07		15:28:07		停電 テイデン		降雪 コウセツ						東放第7887号		大張局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)						200世帯。共建。				積雪による地域停電で停波に至る。悪天候により現地出向が遅延。

				東北 トウホク				宮城 ミヤギ		東北放送 トウホクホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/16/14		20:00:00		2/17/14		11:28:07		15:28:07		停電 テイデン		停電 テイデン		積雪による商用停電、BF枯渇による停波				東放第7886号		大張局　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		現地出向し、仮設発電機を設置。		事業者が自ら対応(その他)		監視装置にて停電検知。可搬発電機を持って出向し放送回復。その後商用復帰。				200世帯。共建。				悪天候のため、現地出向が遅延

		停止時間の長いＦＭ群馬を採用 テイシジカンナガグンマサイヨウ		関東 カントウ				群馬 グンマ		ＮＨＫ　ＦＭ						FM		中 チュウ		2						2/17/14		6:51:11		2/17/14		17:12:03		10:20:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第５７３４号		三波川ＦＭ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第５７４０号。						3,604世帯。単独。

				関東 カントウ				群馬 グンマ		ＶＩＣＳ						FCM		中 チュウ		2						2/17/14		6:51:11		2/17/14		17:12:03		10:20:52		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第5735号		三波川ＦＭ　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		電気事業者が対応		東電停電により停波、復電により復旧		関放第5743号。						3,604世帯。単独。

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		フジテレビ						DTV		中 チュウ		2						2/17/14		8:00:00		2/18/14		14:30:00		30:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第８５９５号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		テレビ東京 トウキョウ						DTV		中 チュウ		2						2/17/14		8:00:00		2/18/14		14:30:00		30:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8594号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		ＴＢＳ						DTV		中 チュウ		2						2/17/14		8:00:00		2/18/14		14:30:00		30:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8593号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		テレビ朝日 アサヒ						DTV		中 チュウ		2						2/17/14		8:00:00		2/18/14		14:30:00		30:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8592号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

		停止時間の長い栃木テレビを採用 テイシジカンナガトチギサイヨウ		関東 カントウ				栃木 トチギ		日本テレビ ニホン						DTV		中 チュウ		2						2/17/14		8:00:00		2/18/14		14:30:00		30:30:00		停電 テイデン		停電 テイデン						関放第8591号		鹿沼　その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		受配電設備		事業者が自ら対応(その他)		東電停電により停波、緊急出向し携帯型発電機で復旧								4165世帯。共建

										ウォルトディズニージャパン						般 ハン				2				○		2/17/14		13:55:42		2/17/14		13:56:01		0:00:19		設備故障 セツビコショウ		ソフトウエア不具合 フグアイ												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		（グラフィック合成機器）		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		当該機器障害により番組の音声が無音になった為、予備の系統に切り替えることにより放送を復旧した。また、当該機器を再起動することによって機器障害を解消した。								｢ディズニー・チャンネル｣
当該機器の不具合は、後日ソフトウェアーのバグによるものと判明。バグを修正する為、3/11に当該機器のソフトウェアーのバージョンアップを実施した。

				近畿 キンキ		累 ルイ		滋賀 シガ		NHK　FM大津 オオツ						FM		親 オヤ		2				○		2/18/14		0:00:00		2/18/14		0:00:14		0:00:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第441号		NHK大津FM　親局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				近放第578号。近放第966号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ		累 ルイ		滋賀 シガ		VICS大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/18/14		0:00:00		2/18/14		0:00:14		0:00:14		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100642号						中継回線設備		中継回線設備(送信機)				他の放送事業者が対応				近放第100643号。近放第100644号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ		注 チュウ		滋賀 シガ		NHK　FM大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/18/14		10:43:25		2/18/14		10:43:32		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第441号		NHK大津FM　親局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				近放第578号。近放第966号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ		注 チュウ		滋賀 シガ		VICS大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/18/14		10:43:25		2/18/14		10:43:32		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100642号						中継回線設備		中継回線設備(送信機)				他の放送事業者が対応				近放第100643号。近放第100644号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ		注 チュウ		滋賀 シガ		NHK　FM大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/18/14		10:45:14		2/18/14		10:45:21		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第441号		NHK大津FM　親局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ				近放第578号。近放第966号。		約49万世帯　共建

				近畿 キンキ		注 チュウ		滋賀 シガ		VICS大津 オオツ						FM		親 オヤ		2						2/18/14		10:45:14		2/18/14		10:45:21		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第100642号						中継回線設備		中継回線設備(送信機)				他の放送事業者が対応				近放第100643号。近放第100644号。		約49万世帯　共建

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						DTV		中 チュウ		2				○		2/19/14		6:25:00		2/19/14		14:28:00		8:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		強風のため北電が停電し、蓄電池により放送を継続していたが、停電が継続し蓄電池が枯渇したため停波。				北放第4150号		羅臼中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電継続により蓄電池が枯渇し停波。非常用発電機接続により復旧。		北放第4783号。		1,995世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		札幌テレビ サッポロ						DTV		中 チュウ		2						2/19/14		6:25:00		2/19/14		14:28:00		8:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		強風のため北電が停電し、蓄電池により放送を継続していたが、停電が継続し蓄電池が枯渇したため停波。				北放第 4153  号		羅臼中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電継続により蓄電池が枯渇し停波。非常用発電機接続により復旧。		北放第4783号。		1,995世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道テレビ ホッカイドウ						DTV		中 チュウ		2						2/19/14		6:25:00		2/19/14		14:28:00		8:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		強風のため北電が停電し、蓄電池により放送を継続していたが、停電が継続し蓄電池が枯渇したため停波。				北放第４１５２号		羅臼中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電継続により蓄電池が枯渇し停波。非常用発電機接続により復旧。		北放第4783号。		1,995世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道文化放送 ホッカイドウブンカホウソウ						DTV		中 チュウ		2						2/19/14		6:25:00		2/19/14		14:28:00		8:03:00		停電 テイデン		停電 テイデン		強風のため北電が停電し、蓄電池により放送を継続していたが、停電が継続し蓄電池が枯渇したため停波。				北放第 4153  号		羅臼中継局。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電継続により蓄電池が枯渇し停波。非常用発電機接続により復旧。		北放第4783号。		1,995世帯。共建。				故障した設備は無し

						累 ルイ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2				○		2/21/14		0:00:00		2/21/14		0:00:30		0:00:30		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2						2/21/14		14:01:03		2/21/14		14:01:31		0:00:28		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2						2/21/14		14:01:03		2/21/14		14:01:31		0:00:28		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#722 FOX
#723 サスペンスシアター　FOXCRIME
#741 ナショナル ジオグラフィック チャンネル

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2						2/21/14		14:04:13		2/21/14		14:04:15		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2						2/21/14		14:04:38		2/21/14		14:04:40		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント

						注 チュウ				スカパーブロードキャスティング						般 ハン				2						2/21/14		14:09:46		2/21/14		14:09:48		0:00:02		回線障害 カイセンショウガイ		その他 タ		衛星回線へ不要波混信										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気事業者が対応		14:01:03 不要波混信発生
14:09:48 不要波消滅し、復旧								#738 FOXスポーツ＆エンターテイメント

				東北 トウホク				岩手 イワテ		FM岩手 イワテ						FM		中 チュウ		3				○		3/3/14		17:05:00		3/4/14		12:55:00		19:50:00		回線障害 カイセンショウガイ		自然故障 シゼンコショウ						東放第３３５６号		野田　　中継局				中継回線設備		中継回線設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		故障が予想される切替器・安定化電源を準備したが調査の結果、受信ルートの寸断が判明。局舎にあった同軸ケーブルで仮のダイポールアンテナを工作し、受信スケルチを開くレベルは取れている事を確認し応急処置。翌日、アンテナ施工業者が局舎に仮設アンテナを設置し暫くの運用を強固な形とする。				14､839世帯　　共建				中継局への登坂道路が積雪のため徒歩で6時間を要し受信路寸断箇所の断定が不可能。設置場所の変更申請で現状運用中。5月初旬の調査・修理とする。

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		CBCラジオ						R		中 チュウ		3				○		3/4/14		11:30:00		3/4/14		12:54:00		1:24:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第21号		ＣＢＣ高山Ｒ　中継局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						約29,770世帯。単独

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		讀賣テレビ ヨミウリ						DTV		中 チュウ		3				○		3/5/14		20:40:40		3/5/14		20:40:42		0:00:02		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						近放第101794号		田辺北局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(送信機)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		機器の障害に伴い、自動的に予備系に切り替わり復旧した。		近放第101845号。		3450世帯★。共建。

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		FMコザ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/7/14		15:58:00		3/7/14		16:05:00		0:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン						沖放第536号		FMコザ				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)				事業者が自ら対応(その他)		予備電源に切り替えた				約5万世帯。単独。

				中国 チュウゴク				岡山 オカヤマ		岡山シティエフエム オカヤマ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/7/14		16:22:40		3/7/14		16:58:45		0:36:05		停電 テイデン		停電 テイデン						中放第10035号		岡山シティエフエム（親局）				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		スタジオからからマニュアルで送出		電気通信事業者が対応		電気通信事業者が対応				38万世帯100万人

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		3				○		3/7/14		18:30:43		3/7/14		18:40:40		0:09:57		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		番組中継回線断により放送中断(無変調)発生				北放第2500号		江差ラジオ局。プラン局。				中継回線設備		中継回線設備(光端局装置)		リモコンによりISDN予備回線に乗り換えて復旧。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ						1万3千802世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		中 チュウ		3				○		3/7/14		18:30:43		3/7/14		18:38:36		0:07:53		その他 タ		その他 タ		　江差局の回線障害に　より、北檜山向けSTLが無音となった。				北放第2501号		北檜山ラジオ局。その他局。				中継回線設備		中継回線設備(その他)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		リモコンによりISDN予備回線に乗り換えて復旧。				5千184世帯。単独。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＳＴＶラジオ						R		親 オヤ		3				○		3/8/14		12:25:44		3/8/14		12:27:07		0:01:23		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						北放第1220号		札幌局（親局）				番組送出設備		番組送出設備(電源設備)		ｽﾀｼﾞｵのﾌﾞﾚｰｶｰを入れ　　復旧		事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)				北放第  　99号100号101号 688号689号 690号691号 692号　1435号　1466号　1467号1706号　2502号2503号2616号　3241号		約275万世帯。

				東北 トウホク		重 ジュウ		宮城 ミヤギ		エフエムたいはく						CFM		C親 オヤ		3				○		3/10/14		2:00:00		3/10/14		22:07:00		20:07:00		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所のＩＰコーデックの電源不良				東放第6943号						放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		ＩＰコーデック		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		演奏所コーデックと送信所のコーデックを交換し復旧した。								演奏所のコーデックと送信所のコーデックを交換し修理に出した

				九州 キュウシュウ				鹿児島 カゴシマ		鹿児島テレビ カゴシマ						DTV		中 チュウ		3				○		3/10/14		4:17:00		3/10/14		4:30:00		0:13:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		上位TTLのFX局、KTSこどこテレビの故障による信号断				九放第9047号		KTS枕崎DTV　その他局				中継回線設備		中継回線設備(その他)		KTSこどこテレビＴＳ切替装置故障		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		手動にてバイパス操作
で復旧				枕崎局39,843世帯
下位局41局の
 　総世帯数：107,880世帯				放送事業者立会のもと、放送機メーカーが電源装置部など延命保守作業中に事故発生、即時対応したが13分放送中断。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエムノースウエーブ						FM		中 チュウ		3				○		3/10/14		9:53:26		3/10/14		9:53:34		0:00:08		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第２５６３号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		「北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により
復旧。				約１２９４１２世帯。共建。

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		エフエム北海道 ホッカイドウ						FM		中 チュウ		3				○		3/10/14		9:53:26		3/10/14		9:53:39		0:00:13		停電 テイデン		停電 テイデン						北放第1976号		帯広超短波放送局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				電気事業者が対応		「北電停電により停波(蓄電池なし)。復電により
復旧。				約１２９４１２世帯。共建。				故障した設備は無し

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		北海道放送 ホッカイドウホウソウ						R		プ		3				○		3/10/14		9:53:26		3/10/14		9:53:36		0:00:10		停電 テイデン		停電 テイデン		不明				北放第14号		帯広ラジオ局。プラン局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(その他)		北電停電により自家発に切り替わるまでの間停波。自家発に切り替わり復旧。				15万1千598世帯。単独。				故障した設備は無し

				四国 シコク				徳島 トクシマ		エフエム眉山 ビザン						CFM		C親 オヤ		3				○		3/11/14		10:36:57		3/11/14		11:18:20		0:41:23		停電 テイデン		停電 テイデン		送信所周辺で電源に関する機器の交換作業があり、連絡が無かった為に、ＵＰＳの対応時間を超えた。				四放第4004号		エフエムびざん　眉山送信所				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		供給電源側		電気事業者が対応		電源工事側の対応により電源を復旧してもらった。				224,295世帯				眉山送信所にて、状況を確認し、対応した。

				中国 チュウゴク		累 ルイ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		3				○		3/13/14		0:00:00		3/13/14		0:02:29		0:02:29		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		気象作画装置のグラフィックカードの故障予備機でバックアップしようとしたが、
操作ミスによりブラック画面などを送出				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		気象画面作画装置		事業者が自ら対応(その他)		象作画装置の障害のため予備機でバックアップしようとしたが、操作ミスによりブラック画面などを送出
その後、気象作画装置のグラフィックカードを交換し復旧				420,638世帯				番組内での発生のため、全局に影響した。

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		3						3/13/14		6:51:40		3/13/14		6:52:10		0:00:30		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		気象作画装置のグラフィックカードの故障予備機でバックアップしようとしたが、
操作ミスによりブラック画面などを送出				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		気象画面作画装置		事業者が自ら対応(その他)		象作画装置の障害のため予備機でバックアップしようとしたが、操作ミスによりブラック画面などを送出
その後、気象作画装置のグラフィックカードを交換し復旧				420,638世帯				番組内での発生のため、全局に影響した。

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		3						3/13/14		7:11:51		3/13/14		7:13:03		0:01:12		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		気象作画装置のグラフィックカードの故障予備機でバックアップしようとしたが、
操作ミスによりブラック画面などを送出				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		気象画面作画装置		事業者が自ら対応(その他)		象作画装置の障害のため予備機でバックアップしようとしたが、操作ミスによりブラック画面などを送出
その後、気象作画装置のグラフィックカードを交換し復旧				420,638世帯				番組内での発生のため、全局に影響した。

				中国 チュウゴク		注 チュウ		鳥取 トットリ		山陰放送 サンインホウソウ						DTV		親 オヤ		3						3/13/14		7:20:35		3/13/14		7:21:22		0:00:47		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		気象作画装置のグラフィックカードの故障予備機でバックアップしようとしたが、
操作ミスによりブラック画面などを送出				中放第10500号		BSS松江DTV　親局				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		気象画面作画装置		事業者が自ら対応(その他)		象作画装置の障害のため予備機でバックアップしようとしたが、操作ミスによりブラック画面などを送出
その後、気象作画装置のグラフィックカードを交換し復旧				420,638世帯				番組内での発生のため、全局に影響した。

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＮＨＫ　Ｒ１						R		中 チュウ		3				○		3/13/14		8:28:52		3/13/14		11:37:00		3:08:08		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						東放第71号		原町R1。その他局。				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		ユニット障害による無変調。		事業者が自ら対応(その他)		NHKが現地出向し回復。				約44864世帯。単独。

				九州 キュウシュウ				宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						R		プ		3				○		3/13/14		12:05:45		3/13/14		12:15:30		0:09:45		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						九放第43号		MRT延岡R　プラン局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)		鰐塚FX設置の電源設備		事業者が自ら対応(その他)		誤操作により鰐塚FX設置のUPS停止。60MHzTTL装置の電源が断し音声断となる。手動によりUPSを直送動作とし電源回復。				147,542世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						R		プ		3						3/13/14		12:05:45		3/13/14		12:15:30		0:09:45		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						九放第253号		MRT高千穂R　プラン局				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)		鰐塚FX設置の電源設備		事業者が自ら対応(その他)		誤操作により鰐塚FX設置のUPS停止。60MHzTTL装置の電源が断し音声断となる。手動によりUPSを直送動作とし電源回復。				147,542世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						R		中 チュウ		3						3/13/14		12:05:45		3/13/14		12:15:30		0:09:45		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						九放第11号		MRT都城R				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)		鰐塚FX設置の電源設備		事業者が自ら対応(その他)		誤操作により鰐塚FX設置のUPS停止。60MHzTTL装置の電源が断し音声断となる。手動によりUPSを直送動作とし電源回復。				147,542世帯。単独。

				九州 キュウシュウ		注 チュウ		宮崎 ミヤザキ		宮崎放送 ミヤザキホウソウ						R		中 チュウ		3						3/13/14		12:05:45		3/13/14		12:15:30		0:09:45		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						九放第103号		MRT串間R				中継回線設備		中継回線設備(電源設備)		鰐塚FX設置の電源設備		事業者が自ら対応(その他)		誤操作により鰐塚FX設置のUPS停止。60MHzTTL装置の電源が断し音声断となる。手動によりUPSを直送動作とし電源回復。				147,542世帯。単独。

										MTVネットワーク						般 ハン				3				○		3/14/14		6:23:24		3/14/14		6:30:47		0:07:23		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)		番組サーバー		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ		業務委託先事業者設備の作業者操作ミス		該当番組終了後、通常放送に戻る						ＭＴＶ（＃２７０）
平成26年3月17日（月）衛星・地域放送課へ放送不体裁を報告。
委託先事業者の操作者を再教育と、操作画面を簡素化することで防止策とした。

										シーエスワンテン						幹 ミキ				3				○		3/14/14		6:23:24		3/14/14		6:30:47		0:07:23		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組情報（放送時間）の入力ミス										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		該当番組終了後、通常放送に戻る		事業者が自ら対応(自然復旧) シゼンフッキュウ										ＣＳ第164号　ＭＴＶ ＨＤ（♯323）
番組供給社設備の操作ミスにより映像・音声の不体裁が発生。番組供給社の操作者を再教育することで防止策とした。

				北陸 ホクリク				富山 トヤマ		エフエム富山 トヤマ						FM		親 オヤ		3				○		3/14/14		9:18:00		3/14/14		9:25:46		0:07:46		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		スタジオで過大発振信号（ハウリング）が発生したことにより、STL-RXが異常検知し、送信機を停止した。				陸放第770号		超短波放送局とやまFM　親局				番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		スタジオからの発振信号をバックアップ音源に切り替え、遠隔操作で送信機を立ち上げた。		宇奈月中継局
（陸放第822号）

福光中継局
（陸放第1398号）		421,070世帯（県下全域）

				東北 トウホク				福島 フクシマ		ＦＭ福島 フクシマ						FM		親 オヤ		3				○		3/14/14		14:33:13		3/14/14		14:51:24		0:18:11		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		リモート機器保守中に誤って送信機を停止してしまった。				東放第５７２７号		エフエム福島　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		遠隔制御・監視装置		事業者が自ら対応(その他)		スイッチ制御にて起動した。		東放第5729号（会津若松） マツ		83,276世帯。共建				約１８分間の停波

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		テレビ金沢 カナザワ						DTV		親 オヤ		3				○		3/15/14		16:55:15		3/15/14		16:57:50		0:02:35		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						陸放第2202号		テレビかなざわデジタルテレビジョン。親局。				番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		ニュースサブ設備　映像スイッチャー（MK2B列基盤）故障		事業者自らが対応（ハードウエア交換）		異常を認識したアナウンサーは、放送中に3度、お詫びコメントをする。またマスター担当者も、ニュースサブ設備の異常を検知し、映像を本社屋上の情報カメラに切り替える。（音声正常）　　　　　　　放送終了後に、メーカーから代替基盤を取り寄せ、弊社技術部員が交換し復旧する。		「プラン」陸放第2214号（七尾局）。
「プラン」陸放第2263号（珠洲局）。
「プラン」陸放第2264号（輪島局）。
「プラン」陸放第2265号（羽咋局）。
「みなしプラン」陸放第2266号（山中局）。
 陸放第2274号（舳倉局）。
 陸放第2326号（富来局）。
陸放第2332号（東門前局）。 陸放第2320号（大聖寺局）。
陸放第2410号（輪島町野局）。
 陸放第2411号（粟津局）。
 陸放第2394号（塩屋局）。
 陸放第2395号（能登鹿島局）。
 陸放第2396号（小松尾小屋局）。
 陸		　約43万世帯。

				近畿 キンキ				大阪 オオサカ		毎日放送 マイニチホウソウ						DTV		中 チュウ		3				○		3/17/14		8:56:16		3/17/14		14:50:00		5:53:44		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ								赤穂高雄局。その他局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(その他)		入力分配器と基本部（送受信部）間の接続不良。		他の放送事業者が対応		予備のスロットに基本部（送受信部）を差替えて仮復旧した。				７５世帯。共建。

										QVC						般 ハン				3				○		3/17/14		15:00:26		3/17/14		15:02:14		0:00:41		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		サブのチェンジオーバー時、切り替えミス										番組送出設備		番組送出設備(その他) タ		サブチェンジオーバー切替機		事業者が自ら対応(その他)

				北海道 ホッカイドウ				北海道 ホッカイドウ		ＮＨＫ　ＤＧ						DTV		プ		3				○		3/21/14		12:11:10		3/21/14		12:11:56		0:00:46		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン						北放第3766号		室蘭DG　プラン局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(送信機)				事業者が自ら対応(ハードウェア修復)		送信機冷却風量低下し、不具合箇所を修復		北放第3869号　
北放第3981号　
北放第4089号　
北放第4428号　
北放第4436号　
北放第4536号　
北放第4618号　
北放第4666号　
北放第4672号　
北放第4692号　
北放第4712号　
北放第4716号　
北放第4727号　						世帯数 91,335　共建
世帯数  1,254　共建
世帯数  2,996　共建
世帯数  1,483　共建
世帯数    315　共建
世帯数    977　共建
世帯数 10,388　共建
世帯数    455　共建
世帯数    827　共建
世帯数     97　共建
世帯数　8,383  共建
世帯数 1,7291　共建
世帯数  2,837　共建
世帯数  9,280　共建
　(計　147,918)

				沖縄 オキナワ				沖縄 オキナワ		NHK　FM						FM		中 チュウ		3				○		3/21/14		14:49:28		3/21/14		17:11:30		2:22:02		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害		NTT放送配信回線が切断されて無音になる。				沖放第 44号		NHK平良FM その他局				その他の電気通信設備		その他の電気通信設備				電気通信事業者が対応		切断された放送配信回線を応急復旧して回復。応急措置として携帯電話でバックアップ実施。		多良間FM(沖放第770号)
石垣FM(沖放第45号)
川平FM(沖放第769号)
与那国FM(沖放第46号)						区域内世帯数:21,695
下位局含む世帯数
　　42,183

										スカパーブロードキャスティング						般 ハン				3				○		3/22/14		21:57:49		3/22/14		21:57:56		0:00:07		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ												番組送出設備		番組送出設備(エンコーダー)				事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		21:57:49 エンコーダ故障が発生
21:57:56 予備系統へ切替え								#608 日テレＧ＋ ＨＤ
#647 スーパー！ドラマＴＶ ＨＤ
#660 ファミリー劇場ＨＤ
#674 ヒストリーチャンネルHD

				東北 トウホク				秋田 アキタ		秋田放送 アキタホウソウ						R		中 チュウ		3				○		3/24/14		23:16:03		3/24/14		23:19:38		0:03:35		回線障害 カイセンショウガイ		電気通信事業者の回線障害						東放第7328号		東成瀬R局　その他局				中継回線設備		中継回線設備(ケーブル)		回線事業者から住宅火災による光ケーブルの損傷からケーブル断線の恐れ有りの連絡を受け、現地出向するも、出向途中で断線。局舎到着後、携帯電話を利用した音声伝送装置にて回線復旧までバックアップした。		事業者が自ら対応(その他)						27,543世帯、単独障害。

				関東 カントウ				山梨 ヤマナシ		山梨放送 ヤマナシホウソウ						DTV		親 オヤ		3				○		3/25/14		18:09:50		3/25/14		18:11:03		0:01:13		設備故障 セツビコショウ		その他 タ		Ｏ/Ｈ作業中にUPS内の基板がショートし故障				関放第７０７４号		ＹＢＳ甲府ＤＴＶ　親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)		UPS_No1のO/H作業中、UPS_No2にて運用。UPS_No2の基板がショートし、送信機の電力供給がされなかった。		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		保守バイパスに切替し電力供給を行った。		プラン局　関放第８１２３号。関放第８３６０号。関放第８３６４号。関放第８６６５号。関放第８６７０号。関放第９０６１号。関放第９０５７号。						263,398世帯

				北陸 ホクリク				石川 イシカワ		北陸放送 ホクリクホウソウ						DTV		親 オヤ		3				○		3/27/14		1:53:29		3/27/14		1:58:14		0:04:45		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		放送運行上のオペレーションミス				陸放第2201号		MRO金沢DTV。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出管理装置)				事業者が自ら対応(その他)		正常運行に復帰させるまでフィラー映像（情報カメラ映像）を送出。その後正常運行に戻した。		プラン陸放第2212号。プラン陸放第2255号。プラン陸放第2256号。プラン陸放第2257号。みなしプラン陸放第2258号。陸放第2272号。陸放第2318号。陸放第2324号。陸放第2330号。陸放第2386号。陸放第2387号。陸放第2388号。陸放第2389号。陸放第2406号。陸放第2407号。陸放第2444号。陸放第2445号。陸放第2446号。陸放第2463号。陸放第2464号。陸放第2465号。陸放第2466号。陸放第2467号。		429,700世帯

				信越 シンエツ				長野 ナガノ		信越放送 シンエツホウソウ						R		中 チュウ		3				○		3/29/14		12:00:00		3/29/14		12:09:00		0:09:00		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						信放第195号		ＳＢＣ伊那Ｒ				放送局の送信設備		放送局の送信設備(空中線系)				事業者が自ら対応(その他)		アンテナ基部の避雷用ボールギャップが接触、アンテナとアースが短絡し停波したため、ボールギャップを引き離し復旧。				76,026世帯。単独。

										テレビ朝日 アサヒ						般 ハン				3				○		3/29/14		17:36:26		3/29/14		17:36:34		0:00:08		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン												その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		番組情報（放送時間）の御認識による回線切り替え装置操作ミス		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ		操作者、自らが御認識を　確認後、正常系に戻す								#256 ﾃﾚ朝ﾁｬﾝﾈﾙ2 ﾆｭｰｽ・情報・ｽﾎﾟｰﾂ
番組供給社設備の操作ミスにより映像・音声の不体裁が発生。番組供給社の操作者を再教育することで防止策とした。

										シーエスワンテン						幹 ミキ				3				○		3/29/14		17:36:26		3/29/14		17:36:34		0:00:08		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組情報（放送時間）の御認識										その他の電気通信設備		その他の電気通信設備		操作者、自らが御認識を　確認後、正常系に戻す		事業者が自ら対応(系切替) ケイキカ										ＣＳ第163号　テレ朝チャンネル２（♯299）
番組供給社設備の操作ミスにより映像・音声の不体裁が発生。番組供給社の操作者を再教育することで防止策とした。

				九州 キュウシュウ				熊本 クマモト		熊本シティエフエム クマモト						CFM		C親 オヤ		3				○		3/30/14		20:00:03		3/30/14		20:30:50		0:30:47		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		番組改編に当たりプログラム作成の手違いで、主調整室の自動番組送出装置が番組を送出しなかったため				九放第７３５３号		熊本ＦＭ。親局				番組送出設備		番組送出設備(送出マトリクス)		手動にて本来の番組に切り替えて放送、その後、自動運行に戻し正常に放送する。		事業者が自ら対応(ソフトウエア修正)						２９８０６０世帯。単独

				東海 トウカイ				愛知 アイチ		愛知北エフエム アイチキタ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/31/14		4:45:30		3/31/14		4:58:10		0:12:40		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ						海放第４６５６号		親局				放送局の送信設備		放送局の送信設備(電源設備)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		突然緊急時無停電電源が停止。その後再起動し、復旧				約44，320世帯

				東海 トウカイ				三重 ミエ		鈴鹿メディアパーク スズカ						CFM		C親 オヤ		3				○		3/31/14		16:00:03		3/31/14		16:00:20		0:00:17		設備故障 セツビコショウ		自然故障 シゼンコショウ		(ＰＣ制御）										番組送出設備		番組送出設備(音声調整装置)				事業者が自ら対応(設備リセット、再起動)		再発防止のため、製造メーカーにて調査中				島田市内258世帯				回線異常は確認でき
なかったものの
NTTに通信品質の向上を
求めた。

						重 ジュウ				スターチャンネル						幹 ミキ				3				○		3/30/14		22:00:00		3/30/14		22:48:15		0:48:15		その他 タ		人為的要因 ジンイテキヨウイン		不必要な制御情報を誤って登録。										番組送出設備		番組送出設備(多重化装置)		不必要な制御情報混入により制御サイクルに異変が発生し、当該設備に異常動作が発生。		事業者が自ら対応(その他)		不必要な制御情報を削除する仕組みを、入力端末側で追加改修実施。								BS74号及び75号 「重大な事故報告書」提出済み（H26年4月21日）
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ドロップダウンリストから選択

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他

①設備故障、②回線障害、③自然災害、④停電、⑤その他



		

				放送の種別 ホウソウシュベツ		基幹放送						一般放送 イッパンホウソウ

						地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ		移動受信用地上基幹放送 イドウジュシンヨウチジョウキカンホウソウ		衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ		有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

						・地上アナログ放送
・地上デジタル放送
・中波放送
・超短波放送
・コミュニティ放送 チジョウホウソウチジョウホウソウチュウナミホウソウチョウタンパホウソウホウソウ		・マルチメディア放送 ホウソウ		・ＢＳ放送
・東経１１０度ＣＳ放送 ホウソウトウケイドホウソウ		・東経１２４/１２８度ＣＳ放送
・ トウケイドホウソウ		・ケーブルテレビ

				報告の対象 ホウコクタイショウ		設備に起因して放送の全部または一部を停止させた事故 セツビキインホウソウゼンブイチブテイシジコ

				停止時間 テイシジカン		親局：１５分以上
（コミュニティ放送の親局は２時間以上）
重要な中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウホウソウオヤキョクジカンイジョウジュウヨウチュウケイキョクジカンイジョウ		親局：１５分以上
中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウチュウケイキョクジカンイジョウ		１５分以上		２時間以上		２時間以上

				影響利用者数 エイキョウリヨウシャスウ		なし		なし		なし		なし		３万以上 マンイジョウ

						特定地上基幹放送事業者 トクテイチジョウキカンホウソウジギョウシャ		認定基幹放送事業者
基幹放送局提供事業者 ニンテイキカンホウソウジギョウシャキカンホウソウキョクテイキョウジギョウシャ				登録一般放送事業者 トウロクイッパンホウソウジギョウシャ





		

				放送の種別 ホウソウシュベツ		基幹放送事業者（認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者）※２ ジギョウシャニンテイキカンホウソウジギョウシャトクテイチジョウキカンホウソウジギョウシャキカンホウソウキョクテイキョウジギョウシャ						登録一般放送事業者 トウロクイッパンホウソウジギョウシャ

						地上基幹放送 チジョウキカンホウソウ		移動受信用地上基幹放送 イドウジュシンヨウチジョウキカンホウソウ		衛星基幹放送 エイセイキカンホウソウ		衛星一般放送 エイセイイッパンホウソウ		有線一般放送 ユウセンイッパンホウソウ

						・地上デジタル放送
・中波放送
・超短波放送
・短波放送
・コミュニティ放送 チジョウホウソウチュウナミホウソウチョウタンパホウソウタンパホウソウホウソウ		・マルチメディア放送 ホウソウ		・ＢＳ放送
・東経１１０度ＣＳ放送 ホウソウトウケイドホウソウ		・東経１２４/１２８度ＣＳ放送　等 トウケイドホウソウトウ		・ケーブルテレビ

				報告の対象 ホウコクタイショウ		設備に起因して放送の全部または一部を停止させた事故 セツビキインホウソウゼンブイチブテイシジコ

				停止時間 テイシジカン		親局：１５分以上
（コミュニティ放送の親局は２時間以上）
重要な中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウホウソウオヤキョクジカンイジョウジュウヨウチュウケイキョクジカンイジョウ		親局：１５分以上
中継局：２時間以上 オヤキョクフンイジョウチュウケイキョクジカンイジョウ		１５分以上		２時間以上		２時間以上

				影響利用者数 エイキョウリヨウシャスウ		－		－		－		－		３万以上 マンイジョウ
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・平成３０年度における放送停止事故※１の発生件数※２は２０７件であり、このうち重大な事故※３は９件で全体の約４％。

・平成３０年度の７月から１０月にかけて、平成３０年７月豪雨、台風２１号及び２４号、北海道胆振東部地震（最大震度７）に伴う大
規模停電等により、放送事故が多発。

※１ 報告対象となる事故は、放送法施行規則別表第49号に基づき以下のいずれにも該当するもの。
・ 放送の停止を受けた利用者の数が500以上又は利用者の過半数に影響が及ぶもの
・ 放送の停止時間が2時間以上のもの

※２ 複数事業者又は複数設備にわたって同時に発生した事故は1件として計上。ただし、重大事故とその他の事故が同時に発生した場合は別々に計上。
※３ 重大な事故は、放送法施行規則第157条に基づき以下のいずれにも該当するもの。

・ 放送の停止を受けた利用者の数が30000以上
・ 放送の停止時間が2時間以上のもの

※４ 放送の停止事故に係る報告制度は平成２３年６月３０日より施行されたため、平成２３年度は７月から集計。

有線一般放送での停止事故の発生状況

5

※４

(件数)

平成２７年度平成２５年度平成２４年度

発生件数：１２５件
重大事故：５件（約４％）

発生件数：１０２件
重大事故：１２件（約１２％）

発生件数：１１３件
重大事故：８件（約７％）

平成２６年度

発生件数：８３件
重大事故：５件（約６％）

平成２３年度

発生件数：９８件
重大事故：９件（約９％）

平成２９年度

発生件数：７３件
重大事故：６件（約８％）

(発生月)

発生件数：７３件
重大事故：６件（約８％）

平成２８年度

79

※４

平成３０年度

発生件数：２０７件
重大事故：９件（約４％）

80

【令和４年11月24日 平成28年度及び平成29年度の図表の数値並びに
平成28年度及び平成29年度重大事故の放送停止事故に占める割合を訂正。】



有線一般放送での停止事故に係る継続時間と設備規模・発生原因の関係

・平成３０年度は１０時間以上の放送事故が例年に比べ最も多い。
・発生原因は台風や地震等により発生した停電による影響を含む第三者要因が最も多く、次いで自然災害（伝送路の破損等）が
多い。

6

（件数※１）

※１ 括弧内の赤字は重大事故の発生件数を示す。

放送停止の継続時間と設備規模の関係

放送停止の継続時間と発生原因の関係

平成３０年度
発生原因

平成３０年度
継続時間（規模別）

：重大事故が含まれる領域

注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

2時間～3時間 20(2) 23 19(4) 16(2) 15(2) 9 9 27(1) 4(1) 8 4 6 1 2 0 0 3 3 5 8 5 3 5(1) 6 0 6 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 4 0 2(1) 5(1)

3時間～4時間 8(1) 17 9 10(1) 6 9(1) 3 1 2 4 4 1 1 0 4 2 4 0 3 6(1) 4 3 4 5 0 2(1) 1 0 0 1(1) 1 1 0 0 0 1 3 0 0 2

4時間～5時間 2 4 8 4 5 2(1) 4(1) 7(1) 3 5 4 4 2 1 0 2 1 1 2 0 2 6 2 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

5時間～10時間 6 6(2) 10(4) 10(2) 7(1) 8(1) 3 10(2) 2 11(1) 6 5 1 7(1) 9 11 8(2) 8 7 10 8(1) 7 5 12 2 2(1) 3(2) 1(1) 1(1) 3 0 3(1) 1 0 0 1 1 0 2 1(1)

10時間以上 7(2) 6 2(1) 15(1) 3 2(1) 5(1) 5 16 10 9 7 7 5 6(1) 46(1) 3 7 3 6 5 4 3 51(1) 6(1) 0 1(1) 1 0 0 2(1) 1 0 1 2 0 0 0 0 0

計 43(5) 56(2) 48(9) 55(6) 36(3) 30(4) 24(2) 50(4) 27(1) 38(1) 27 23 12 15(1) 19(1) 61(1) 19(2) 19 20 30(1) 24(1) 23 19(1) 79(1) 8(1) 11(2) 5(3) 3(1) 3(1) 5(1) 6(1) 9(1) 1 1 2 2 8 0 5(1) 8(2)

その他・不明　　　　　      原因

継続時間

設備故障 自然災害 第三者要因（停電含む） 人為的要因

 設備規模

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

継続時間 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

2時間～3時間 0 3 2 2 1 0 0 2 27(3) 37 26(4) 29(2) 25(2) 15 19(2) 39(2) 27(3) 40 28(4) 31(2) 26(2) 15 19(2) 41(2)

3時間～4時間 2 1 2 1 1 1 1 0 12(1) 22(1) 15 17(2) 13(1) 12(2) 11 11 14(1) 23(1) 17 18(2) 14(1) 13(2) 12 11

4時間～5時間 0 3 0 1 1 0 0 1 6 8 14 7 9 9(1) 7(1) 14(1) 6 11 14 8 10 9(1) 7(1) 15(1)

5時間～10時間 3 1 4 4 2 2 1 5 16(2) 26(4) 22(6) 23(3) 15(2) 23(2) 18 32(4) 19(2) 27(4) 26(6) 27(3) 17(2) 25(2) 19 37(4)

10時間以上 10 4 4 6 6 1 3 27 22(3) 20 13(2) 23(1) 10 10(1) 13(3) 76(2) 32(3) 24 17(2) 29(1) 16 11(1) 16(3) 103(2)

計 15 12 12 14 11 4 5 35 83(9) 113(5) 90(12) 99(8) 72(5) 69(6) 68(6) 172(9) 98(9) 125(5) 102(12) 113(8) 83(5) 73(6) 73(6) 207(9)

中・大規模
計

（引込端子数　5,001～）

小規模

（引込端子数　501～5,000）

【令和４年11月24日 中・大規模及び設備規模合計の数値を訂正。】

【令和４年11月24日 人為的要因の平成30年度合計の数値を訂正。】



54件
26%

40件
19%

22件
11%7件

3%

19件
9%

43件
21%

22件
11%

ケーブル修復・張替

ハードウェ ア交換・修復

設備リセット・再起動

ソフトウェ ア修正

自然復旧

他事業者にて対応

その他

38件

9%

8件

2%

61件

15%

43件

10%

66件

16%
29件

7%

73件

18%

50件

12%

29件

7%

20件

5%

ハードウエア交換・修復

ソフトウエア修正・設定変更

系切替

設備リセット、再起動

電源の自力復旧（自家発電、可搬発電機設置）

自然復旧

その他（入力ミス修正等）

電気事業者にて対応（電力回復）

電気通信事業者による対応

番組素材を提供する事業者による対応

7

事業者による復旧措置の状況

地上系・衛星系※１事業者による措置の内訳 有線一般放送事業者による措置の内訳
※１ 基幹放送、衛星一般放送

事業者が自ら対応 約77%

地上系・衛星系及び有線一般放送のいずれにおいても、系切替や設備リセット・再起動、自家発電機や可搬発電機を用いた
自力での電源復旧など、事業者が自ら対応した措置の割合が高くなっているが、平成２９年度のその割合と比べると減少（地上
系・衛星系 約８８％ → 約７７％、有線 約７５％ → 約６８％）。

事業者が自ら対応 約68%

注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。

注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。



地上デジタルテレビ及び中波放送 超短波放送及び短波放送 マルチメディア放送 コミュニティ放送 衛星基幹放送及び衛星一般放送 有線一般放送

番
組
送
出
設
備

中継回線
設備

放送局の
送信設備

番
組
送
出
設
備

中継回線
設備

放送局の
送信設備

番
組
送
出
設
備

中
継
回
線
設
備

放送局の
送信設備

番
組
送
出
設
備

中
継
回
線
設
備

放
送
局
の
送
信

設
備

番
組
送
出
設
備

中
継
回
線
設
備

地
球
局
設
備

放
送
局
の
送
信

設
備

小規模
（501端子
以上5,000
端子以下）

中・大
規模

（5,001端
子

以上）

親
局
へ

送
信

プ
ラ
ン
局

へ
送
信

親
局

プ
ラ
ン
局

親
局
へ

送
信

中
継
局

へ
送
信

親
局

中
継
局

大
規
模
な

放
送
局

小
規
模
な

放
送
局

事故発生原因 措置

設備故障

予備機器等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○

故障検出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

試験機器及び応急復
旧機材の準備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － ○

自然災害
耐震対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － ○※４ ○

耐雷対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － ○ ○

停電 停電対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○※３ － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － ○
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今後の対応

・総務省において、重大事故の発生原因と再発防止策を一定期間ごとに取りまとめ、重大事故の発生状況に関するデータを放送業界の

関係団体等に広く情報提供することで、業界での情報共有を促進し、引き続き一体となって再発防止に取り組む。

・重大事故の発生件数は、自然災害や停電等の発生にも左右されるが、平成３０年度の重大事故の発生件数が過去最大となったことから、

事故の発生原因等の分析を引き続き行い、対策の強化に向けた検討を行う。

重大事故の発生原因と放送種別の関係
・平成２３年度には地上アナログ放送の１件を含む
※ 中波放送の補完中継局（H２７年３月～)

安全・信頼性に係る主な技術基準※１

※２ ※２

※１ 表の基準以外に、機能確認、防火対策、宇宙線対策、屋外設備、放送設備を収容する建築物等に関する技術基準がある
※２ 短波放送の場合は「プラン局」
※３ 短波放送の場合は「－」
※４ 一部規定は適用例外

放送種別

技術基準

　　　　　　　　　　　　放送種別

　発生原因 H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

設備故障 23 17 19 20 12 9 9 16 5 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 6 3 7 4 4 5 5 1 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 2 9 6 3 4 2 4
自然災害 11 8 9 6 3 6 9 5 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 7 5 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
第三者要因（停電を含む） 3 10 6 7 8 3 7 22 0 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 6 5 5 1 3 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1
人為的要因 6 8 11 2 3 3 6 4 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1
その他 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

合計（件数） 43 43 45 35 27 21 33 49 7 9 5 3 3 4 5 8 3 2 2 2 2 1 1 3 0 1 2 1 2 2 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 17 17 17 17 13 9 13 23 4 6 5 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 9 5 12 8 5 6 6 9

合計（件数）
地上デジタル

放送
中波放送 補完局※ 超短波放送 衛星一般放送 有線一般放送短波放送

マルチ
メディア

放送

コミュニティ
放送

衛星基幹放送



【参考１】 安全・信頼性に係る技術基準の概要

事故発生原因 措置
地上系、衛星系の放送

（放送法施行規則第１０４条～第１２１条、第１４８条）
有線一般放送

（放送法施行規則第１５１条～第１５４条）

設備故障

予備機器等
予備機器の設置もしくは配備、故障等の発生時に予備機器
に速やかに切替

① ヘッドエンド設備等について、予備機器の設置もしくは配備、故
障等の発生時に予備機器に速やかに切替

② ヘッドエンド設備相互間及び幹線（光ケーブル）の伝送路設備
について、予備の線路または芯線の設置

③ 伝送路設備の機器の予備の設置もしくは配備

④ ヘッドエンド設備相互間の伝送路設備は、なるべく複数の経路
により設置

故障検出

① 故障等の発生時にこれを直ちに検出し、運用者へ通知す
る機能

② やむを得ず①の措置を講ずることができない設備は、故
障等の発生時にこれを目視または聴音等により速やかに
検出し、運用者へ通知可能な措置

① 故障等の発生時にこれを直ちに検出し、運用者へ通知する機
能

② やむを得ず①の措置を講ずることができない設備は、故障等
の発生時にこれを目視または聴音等により速やかに検出し、運
用者へ通知可能な措置

試験機器及び応急
復旧機材の配備

① 設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備

② 故障等の発生時に応急復旧措置を行うために必要な機
材の配備

① 設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備

② 故障等の発生時に応急復旧措置を行うために必要な機材の配
備

自然災害
耐震対策

① 設備の据付けに当たって、地震による転倒または移動を
防止するための耐震措置

② 地震による設備構成部品の接触不良及び脱落を防止す
るための耐震措置

③ ①、②の耐震措置は大規模な地震を考慮

① 設備の据付けに当たって、地震による転倒または移動を防止
するための耐震措置

② 地震による設備構成部品の接触不良及び脱落を防止するため
の耐震措置

③ ヘッドエンド設備について、①、②の耐震措置は大規模な地震
を考慮

耐雷対策 雷害を防止するための措置 雷害を防止するための措置

停電 停電対策
① 自家用発電機または蓄電池の設置

② 自家用発電機等の燃料について、必要な量の備蓄また
は補給手段の確保

① 自家用発電機または蓄電池の設置

② 自家用発電機等の燃料について、必要な量の備蓄または補給
手段の確保
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表に掲げる措置の他に、機能確認、防火対策、宇宙線対策、屋外設備、放送設備を収容する建築物等に関する技術基準がある
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発生原因と放送種別の関係

【参考２】 地上系、衛星系※１の放送での全停止事故の発生原因について ※１ 基幹放送、衛星一般放送

発生原因と故障設備の関係

・同一箇所に設置されている設備に起因し複数の放送種別で発生した中止事故は、放送種別ごとに１件として計上している
ため、合計数と合わない場合がある

※ 中波放送の補完中継局（H２７年３月～)

・同一事業者の同一設備に起因し複数の放送種別で発生した中止事故は、放送種別ごとに１件として計上

・発生原因と放送種別の関係では、平成３０年度は、前年度と比べると、地上デジタル放送、超短波放送、短波放送及び
コミュニティ放送のそれぞれで第三者要因による事故割合が増加したが、中波放送では設備故障の割合が増加した。

・発生原因と故障設備の関係では、放送局の送信設備が全体の約５７％、
次いで番組送出設備が約２５％となっており、この二つの原因による停止
事故が全停止事故の８割以上を占めている。

・放送局の送信設備の事故原因の半数以上が第三者要因であるのに対して、
番組送出設備の事故原因は、設備故障と人為的要因がほぼ同割合で、
二大原因となっている。

　　　　　　　　　　　　放送種別

地上
アナ
ログ
放送

　発生原因 H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

設備故障 196 175 156 148 107 113 150 118 18 65 44 46 54 46 39 64 46 13 18 12 16 7 10 7 15 0 0 2 0 7 4 23 14 5 3 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 29 28 41 26 36 44 35 33 7 27 11 13 9 10 14 8 57 52 23 24 4 7 15 11
自然災害 59 129 103 84 65 77 107 45 5 22 45 44 28 21 18 37 20 7 12 9 17 21 25 41 5 0 3 0 0 5 8 4 5 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 39 25 11 9 14 17 11 0 1 2 9 4 1 1 2 0 24 19 14 10 12 7 2
第三者要因（停電を含む） 182 130 149 144 125 106 93 173 61 82 77 52 47 26 29 20 71 5 2 35 34 46 24 19 8 0 0 7 3 15 11 27 20 20 24 11 22 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 1 16 33 34 35 31 25 30 62 2 1 0 4 1 2 2 2 1 5 1 2 0 1 3 0
人為的要因 30 80 83 92 103 80 76 59 0 1 21 20 31 29 26 16 13 4 6 8 5 6 5 3 1 1 1 0 1 0 2 8 3 3 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 13 32 18 35 52 35 45 29 6 5 9 4 8 3 2 8 6 14 20 14 2 1 1 4
その他 35 51 17 19 17 12 18 22 0 2 7 1 5 1 3 6 9 6 1 2 2 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 35 11 6 8 7 10 5 3 8 1 1 0 1 0 2 5 0 0 2 1 0 0 2

合計（件数） 495 565 508 487 417 388 444 417 84 172 194 163 165 123 115 143 159 35 39 66 74 84 65 71 31 1 4 9 5 28 25 64 45 31 40 37 35 0 2 0 1 0 1 0 5 1 0 2 3 0 2 1 96 167 129 113 136 125 137 140 18 42 23 31 22 17 19 22 69 95 63 56 17 21 26 19

超短波放送合計（件数）
地上デジタル

放送
中波放送 補完局※ 衛星基幹放送 衛星一般放送

コミュニティ
放送

短波放送
マルチ
メディア

放送

平成30年度 故障設備の割合
注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。

故障設備 計（件数） 番組送出設備 中継回線設備 放送局の送信設備 地球局設備
その他の

電気通信設備
備考

発生原因
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

設備故障（機器故障、ソフトウ エア不 具 合 等） 196 175 156 148 107 113 150 118 88 94 82 54 40 44 55 46 25 27 24 21 22 13 23 12 72 43 41 51 44 51 65 55 0 3 2 9 0 2 3 0 11 8 7 13 1 3 4 5

自然災害 59 129 103 84 65 77 107 45 4 5 2 1 3 1 4 0 24 57 35 31 15 11 25 17 27 39 41 32 31 52 69 25 0 25 20 19 14 12 8 2 4 3 5 1 2 1 1 1 フェージングを含む

第三者要因（停電を含む） 160 130 149 144 125 106 93 173 2 2 8 9 10 30 6 10 23 20 25 31 23 34 24 22 128 105 108 99 86 28 60 138 5 0 0 0 0 1 0 0 2 3 8 5 6 13 3 3 停電 後の蓄電池放電も含む

その他（人為的要因） 34 75 83 92 103 80 76 59 22 45 56 76 88 62 62 45 4 6 7 6 8 2 4 2 5 12 10 8 5 7 8 9 0 0 1 1 0 0 1 1 3 12 9 1 2 9 1 2

その他（他の放送事業者の影響、獣害 等） 46 56 17 19 17 12 18 22 15 13 7 7 6 4 6 3 8 2 3 5 2 0 2 5 4 6 2 2 7 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 35 5 5 2 4 4 5

計（件数） 495 565 508 487 417 388 444 417 131 159 155 147 147 141 133 104 84 112 94 94 70 60 78 58 236 205 202 192 173 142 208 236 5 28 23 29 14 15 12 3 39 61 34 25 13 30 13 16
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【参考３】 有線一般放送での停止事故※の発生原因について

発生原因と設備規模の関係

発生原因と故障設備の関係

・平成２９年度までは放送事故の発生原因として設備故障が最も多く、次いで第三者要因（停電含む）が多かったが、平成３０年度
は台風や地震等により発生した停電よる影響を含む第三者要因が最も多く、次いで自然災害（伝送路の破損等）が多かった。

・伝送路や伝送路設備が故障したことによる放送停止は全体の５割近くを占めている。

平成30年度
故障設備の割合

：重大事故が含まれる領域

※放送法施行規則別表第49号に基づき以下のいずれにも該当するもの。
・放送の停止を受けた利用者の数が500以上又は利用者の過半数に影響が及ぶもの
・放送の停止時間が2時間以上のも の

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

 設備故障 4 7 2 2 3 1 1 2 39 49 46 53 33 29 23 48 43 56 48 55 36 30 24 50

 自然災害 7 2 5 4 6 0 2 15 20 36 22 19 6 15 17 47 27 38 27 23 12 15 19 62

 第三者要因（停電含む） 4 1 4 8 2 3 2 16 15 18 16 22 22 20 17 63 19 19 20 30 24 23 19 79

 人為要因 0 1 0 0 0 0 0 2 8 10 5 3 3 5 6 6 8 11 5 3 3 5 6 8

 その他・不明 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 5 8 1 1 2 2 8 0 5 8

 計 15 12 12 14 11 4 5 35 83 113 90 99 72 69 68 172 98 125 102 113 83 73 73 207

　　　　　　      設備

発生原因

小規模

（引込端子数　501～5,000）

中・大規模

（引込端子数　5,001～）
計

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

 設備故障 24 11 18 23 6 14 6 23 1 2 2 2 3 0 0 0 4 12 8 5 3 6 9 9 10 16 12 10 17 7 5 12 3 13 7 5 6 3 1 6 1 2 1 10 1 0 3 0

 自然災害 1 4 2 1 4 0 0 6 0 0 0 0 1 0 1 1 15 21 17 14 3 10 12 39 6 8 7 3 1 3 2 7 3 3 1 4 2 2 2 5 2 2 0 1 1 0 2 4

 第三者要因 1 0 1 2 0 3 0 17 0 2 0 3 1 5 0 2 12 6 11 10 17 8 12 15 1 2 5 4 0 2 0 4 3 7 0 11 2 5 4 30 2 2 3 0 4 0 3 11

 人為要因 8 3 4 1 2 4 2 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1

 その他・不明 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

計 34 18 25 27 12 21 9 56 1 7 2 5 6 5 1 7 32 44 38 30 25 24 37 64 17 26 24 17 23 13 8 23 9 24 8 21 10 10 7 41 5 6 5 13 7 0 11 16

　　　　　設備

発生原因

電源設備

（ヘッドエンド、伝送路、その他） その他ヘッドエンド設備 ヘッドエンド設備間伝送路

伝送路

（幹線、分配線、引込線、その他）

伝送路設備

（光ノード、中継増幅器、

分岐器、ルータ、その他）

注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。



8% 2%

13%

8%

14%

18%

23%

7%
5%

2%

ハードウエア交換・修復

ソフトウエア修正・設定変更

系切替

設備リセット、再起動

電源の自力復旧（自家発電、可搬発電機設置）

自然復旧

その他（入力ミス修正等）

電気事業者にて対応（電力回復）

電気通信事業者による対応

番組素材を提供する事業者による対応 12

放送の停止事故の発生状況（平成29年度） P7 事業者による復旧措置の状況 の円グラフ訂正

地上系・衛星系※１事業者による措置の内訳
※１ 基幹放送、衛星一般放送

事業者が自ら対応 89%

（誤）

58件

13%
14件

3%

73件

16%

48件

11%
41件

9%

77件

17%

86件

19%

16件

4% 23件

5%

8件

2%

ハードウエア交換・修復

ソフトウエア修正・設定変更

系切替

設備リセット、再起動

電源の自力復旧（自家発電、可搬発電機設置）

自然復旧

その他（入力ミス修正等）

電気事業者にて対応（電力回復）

電気通信事業者による対応

番組素材を提供する事業者による対応

地上系・衛星系※１事業者による措置の内訳

※１ 基幹放送、衛星一般放送

事業者が自ら対応 88%

（正）

平成30年9月28日に公表した「放送の停止事故の発生状況（平成29年度）」の「事業者による復旧措置の状況」（7ページ）のうち、「地上系・衛星系
事業者による措置の内訳」について、掲載していた円グラフが、平成29年度分ではなく平成27年度分であったことが、平成30年度取りまとめ過程で
判明しましたので、訂正します。

訂正箇所

注）四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。
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