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•私たちの生活を変えてきた携帯電話（ガラケー） 

•スマホの登場で“いつでもどこでも”の世界はステー
ジアップした 

•扱うデータは音声通話からデータ通信が主流に 

•データ通信の主流は、SNSやストリーミング（ゲーム、
音楽、ラジオ、動画、IP放送）へ 

•普及が伸び悩むFTTHに対し、高速化（広帯域化）
が進む無線通信 

•しかし、実は無線網の進化にFTTH（有線網）が欠か
せなくなる。つまり、IPの世界では区別も差別もない 

•そのような無線の世界について理解を深め、今後
の放送ビジネスへの関わりや可能性について“糸口
”を掴んでほしい 

【はじめに】 
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•未来の概観～2020年以降 

【はじめに】 オーバービュー 

•LTEサービスの全国普及 
  超100Mbpsサービスの定着、従量制 

•4G携帯向け周波数割当 
  3.4G-4.2GHz帯（先ず40MHz×3社へ） 

================================================== 

•全国BWA（WCP、UQ）の携帯化 
  AXGP＝TD-LTE 
  TD-LTE互換のWiMAX2+ 

•地域BWAのTD-LTE移行 
  MBMSによるIP放送（両用免許への期待） 

•4Gの普及期 
  1Gbps通信時代 

•5G携帯始動 
  Wi-Fiの置き換え 
  FTTHの復権 
 ====================== 

•地域FMCの行
方は？ 

  自前の地域BWA 
  借り物のMVNO 

•4G（LTE-Advanced）浸透 
  ドコモ、au、SBM（＋Y!mobile） 
  普及するMVNO（～3割程度まで） 
 ========================================== 

•WCP、UQのグループ吸収 
  WCP⇒SBM 
  UQ⇒KDDI（au） 

•地域BWAの全国バンド化 
  “空き地”はWCPへの割当が濃厚 
  ユニバーサル化の議論 

2014-15年 
 

来年にもタブレットがノートPCを抜く 

2020年以降 
 

スマートハウス、自動運転 
センサーネット 

 
 

2016-19年頃 
 

ファブレット、ウェラブルの台頭 

•2.4GHz帯の問題～ch不足・干渉・混雑 
•5GHz帯への移行～802.11ac 
•フリーWi-Fi整備が本格始動 
•アウトドア設置が進む 

•802.11axが普
及へ 

•5GHz帯の拡張 
•インドア回帰 

•5GHz帯の問題～混雑・干渉・不足 
•802.11axの始動～10Gbps超え 

•フリーWi-Fiの普及～五輪前に 
•af（WS）/ai/ah（900MHz）/ad（60GHz） 

Wi-Fi（2.4G／5GHz～ホワイトスペース） 

携帯／BWAバンド（LTE～4G携帯/5G） 

  普及するか？無料“見逃し視聴” 
民放キー局の動き、NHKへ波及か 

4K/8KのIPTVが離陸へ 
CATV-IPリニア、ひかりTV 

モバイルUHDTV? 
主体は地域ネット 
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•【参考】 2020年以降の電波利用システムの全体像 

【はじめに】 オーバービュー 

6 ※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 



 
 
 

2．トレンド 
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•総務省での議論・・・電波政策と競争政策 
•“スマホ”から“モノのインターネット”へ 
•OTT/IP放送/UHDTV 



•電波政策・・・電波政策ビジョン懇談会 

– 2014年1月～中間とりまとめ～最終とりまとめ12月 

– 中間とりまとめ（2014年7月） 
•新しい電波利用の姿～2020年以降の無線システムは？ 

– 無線局数1.5億超、無線トラフィック年率1.6倍、Wi-Fiオフロード 

– M2M、センサーネット、UHDTV、安全・安心、ワイヤレス電力伝送 

– 4Gの円滑な導入、5Gの主導権と推進、無線LAN拡張（5.8GHz、
TVWS）、次世代ITS（760MHz） 

•新しい電波利用の実現に向けた新たな目標設定と実現方策 

– 現在約600MHz幅⇒2020年までに2000MHz幅⇒？？？ 

– 周波数共用の推進（公共業務を含む、TVWS活用、研究開発） 

– 周波数割当におけるグループ性、地域BWAの扱い、来訪者対応 

•電波利用を支える産業の在り方 

– 電波利用・関連産業の動向と展望 

– 電波利用を支える人材の育成 

【トレンド】 総務省の動向 
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  現在進行中 



•競争政策・・・情報通信審議会 
– 2020-ICT 基盤政策特別部会 基本政策委員会 

– 2014年3月～中間整理8月～報告書（答申）11月 
•「2020年代に向けた情報通信政策の在り方」とは？ 

– 中間整理（案）；基本5原則と個別論点 

【トレンド】 総務省の動向 

9 ※）出典；総務省 情報通信審議会（2014年8月5日） 

2014年3月末
のMVNOシェア
は4.7％程度 

NTT東西の光
回線の卸売り
「サービス卸」 

禁止行為規制
の見直し 

電気通信サー
ビスへの「クーリ
ングオフ」適用 

SIMロック解除 
キャッシュバック 



•ICT政策・・・スマート・ジャパンICT戦略 
– 2014年1月（第1回）～6月（第2回） 

– 2013年6月にとりまとめた「ICT成長戦略」の進捗管理や
推進を目的に「ICT成長戦略推進会議」を開始 

– “国内戦略”と“国際戦略”の2本立てで策定・公表 
•ICT成長戦略Ⅱは、ICT成長戦略の第2弾（国内戦略） 

【トレンド】 総務省の動向 

10 ※）出典；総務省の報道発表（2014年6月20日） 

スマホ/タブレット等の
スマートデバイスに加
えてTV（CATV）が、最
重要インタフェースに
（共通ID） 

フリーWI-Fi整備推進 
モバイル4G/5G、
M2M、IOT 
4K/8K、スマートTV 



•スマホ/タブレット・・・激変したライフスタイル 

– 内閣府の“世帯普及率”調査（2014年4月17日） 

•タブレット20.9％、スマホ54.7％（携帯普及率93.2％） 

– MM総研による市場規模推移・予測 

•2014年3月末の携帯契約数は1億4千万超（普及率
113.4％） 

 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 

11 ※）出典；MM総研（2014年4月23日） 

47％ 

1.03億件 
70.9％ 



•スマホ/タブレット・・・激変したライフスタイル 

– 情報通信白書2014 

•SNS、チャット、Eコマース、動画、アプリ無料通話等の利用
が増加 

•購入サイト・レビューサイトでの口コミ、スマホ向けWeb広告
も浸透 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 

12 ※）出典；総務省・情報通信白書（2014年7月15日） 

いつでも 
どこでも 
の先駆者 



•ウェアラブル・・・飽和するスマホへのカンフル剤？ 

– スマートウォッチ、スマートグラスの国内出荷（見通し） 
•2013年度の40万台から2020年には600万台超と予測（MM

総研） 

•2014年の63万台から2018年には475万台と予測（NRI） 

– ウェアラブル端末が普及できる背景 
•通信網としてのスマホの普及、及び無線通信の進化 

 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 

13 ※）出典；NRIの発表資料（2014年5月27日） 

ウェアラブルバンド市場
は、2015年の世界出荷
が前年比129％増の
4320万台へ。アップル
が牽引 （英Canalysの発
表、2014年9月10日） 

控えめ  

※）出典；アップル社のWebサイトより 
（2014年9月） 



•M2M/IOT、センサーネット・・・あらゆるモノが！ 

– モノ同士の通信（M2M）とIOT（Internet of Things） 

•スマート・エネルギー 

•スマート・シティー、スマート・ホーム 

•スマート・コミュニケーション 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 

14 ※）出典；CISCOの発表資料より（2013年） 



•M2M/IOT、センサーネット・・・あらゆるモノが！ 
– さまざまな市場予測・・・2020年には300～500億台？ 

•自動車、産業機器、家電製品、スマートメータ、医療機器など 

•M2M向け無線通信モジュールの2020年の市場規模は国内
4,300万台、世界で4億7千万台（シードプランニング、2013年
12月12日） 

•2013年の国内売上規模は11.1兆円（4.95億台）、2018年に
は約2倍の21.1兆円と予測（IDCジャパン） 

•IDCの2014年の調査によると、IOTになる可能性のあるモノは
現在2,000億個を超え、既に7％（140億個）は接続、2020年
には320億個に増加しデータ量が10％を占めると予測 

– M2M/IOT市場を支えるネットワーク技術 
•Wi-Fi 

•Bluetooth（V4.0～） 

•920MHz帯（Wi-SUN） 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 
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 アンライセンス・バンド 

ライセンス・バンドとし
ては、“データ通信”専
用のBWA（WiMAXな
ど）やPHSが、既に活
躍しているが・・・ 



•M2M/IOT、センサーネット・・・あらゆるモノが！ 
– Wi-SUNとは？ 

•IEEE802.15.4g/e （Wireless Smart Utility Network） 
•スマートメータ等での採用を目的にNICTが中心となって規格の

標準化が進められた次世代無線通信規格 
– IEEE802.15.4g；物理層の仕様化 
– IEEE802.15.4e；MAC層の仕様化 

•「Wi-SUNアライアンス」の設立（2012年1月） 
– 無線機認証メーカ間の相互接続性を行なう規格認証団体 

•IEEE802.15.4規格には「ZigBee」もある 

【トレンド】 “スマホ”から“IOT（モノのインターネット）”へ 
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項 目 仕 様 

周波数帯 920MHz（日本、アンライセンスバンド） 

送信電力 20mW 

主要変調方式 2GFSK 

伝送速度 50kbps/100kbps/200kbps 

最大データ長 2047octets 

通信距離 約500m 

その他 
低消費電力 

最大30台までのマルチホッピング等 

※）出典；NICTの発表資料より（2013年12月） 



•OTTプレイヤー 

– Over the TOP（OTT）の代表格 
•Google、Apple、Amazon.com、Facebook等、いわゆる上位レイ

ヤで活躍する事業者・サービス 

– OTT-VideoならHulu、Netflix Online、You Tube、Gyao（by Yahoo! 
Japan）、TSUTAYA TV、楽天Showtime、U-NEXTなど 

– OTT-VoIPならSkypeやLINE、comm（by DeNA）など 

•インターネット上のみで展開するOTTプレイヤーは、ネットの定額
制サービスと中立性を武器に発展 

– Netflixの2014年第2四半期での加入者数が5000万超 
•米国；3509万人 

•海外；1291万人 

•お試し；数百万 

•4大Broadband大手との契約 

– Comcast、TWC、AT&T、Verizon 

【トレンド】 OTT/IP放送/UHDTV 
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※）出典；The Compassニュースより（2014年9月4日） 



•OTTプレイヤー・・・定額見放題 
– Hulu×日テレ 

•Huluが日本事業を日本テレビに売却（2014年2月28日） 
– dビデオ（ドコモ）やUULA（SBM）に押され伸び悩んだHulu 
– 定額制VOD（SVOD）のブランドと技術、時短を欲した日テレ 

•地上波放送の番組コンテンツを積極的に配信展開 
– 2014年7月からTVより1週間早い先行配信を開始 

– NHKオンデマンド（2008年1月～） 
•2013年度に単年度黒字化（1.3億） 

– 131万加入＠2014年3月時 

– アクトビラ 
•アクトビラ対応テレビ/レコーダ/STB向けのIP-VODサービス 
•CATV事業者向けの「ケーブル・アクトビラ」サービスも提供中 

– もっとTV（2014年1月～） 
•民放キー局5社と電通のSVODサービス。7月にNHKも参加。 
•対応テレビ、スマホ/タブレットで視聴 

– 見逃し視聴の無料化に向けて検討合意（2014年9月18日） 
•民放キー局5社が共同で見逃し番組配信サービスの無料提供を模索 

【トレンド】 OTT/IP放送/UHDTV 
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※）出典；mediaニュースより（2014年6月27日） 

Huluの状況 
2013年末で600
万加入超え 



•OTTプレイヤー・・・VOD、IPリニア、防災・生活情報 
– ケーブルテレビ業界でも独自の『J.COTT』が始動 

•ケーブルテレビ事業者向けの「スマートTVサービス」 
– ジャパンケーブルキャスト、J.COTT、アクトビラの提携（2013年10月） 

»ケーブルテレビ向けIPプラットフォーム事業で連携 

 

 

•サービス名『               （コティオ）』 
– 2014年4月～スマホ、タブレット向けサービを開始 

– 2014年7月～「cottio-BOX」向けサービスを開始 

【トレンド】 OTT/IP放送/UHDTV 
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専用STB（cottio BOX） 
ピクセラ社製IP-STB（PRD-MP500S-JT1） 

COTTサービスイメージ ※）出典：J.COTT社のWebサイトから 



•IP放送/UHDTV 

– 国内のIP放送サービス（閉鎖網） 

•ひかりTV（NTTグループ；NTTぷらら、アイキャスト） 

•       （SBグループ）・・・2013年7月～ 

 

 

– RF⇒IP変換 

•米ComcastのTV Everywhere 

•日本でも・・・ 

 

– 4K映像のIP放送トライアル（2014年6月27日～） 

•「ひかりTV」の商用回線で、VOD（4月～）とIPリニアの両方 

【トレンド】 OTT/IP放送/UHDTV 
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「SoftBank SmartTV（スマテレ）」 
BBTV NEXT（HD）、TSUTAYA TV、UULA、
Gyao等が利用可能 
※）出典：ITmedia ニュースサイトの記事から 

エリアフリーTV Remote TV 

マルチ 
 デバイス 
 スクリーン 

http://slingbox.jp/index.html
http://panasonic.jp/
http://www.softbankselection.jp/
http://www.au.kddi.com/index.html?bid=au_gn_0001


• IP放送/UHDTV 
– IPTVにおける「4K・8K推進ロードマップ」（総務省・2014年8月） 

•2014年；4K VOD実用サービス開始（10月） 
•2015年；4K実用放送開始 
•2016年；8Kに向けた実験的取り組み開始 
•2018年；BS等において4K/8Kの実用放送開始（ASAP） 

– 4Kコンテンツ配信サービス実用化へ調査・検討開始 
•IIJとIIJ技術研究所との取り組み（2014年9月4日） 
•現状のコンテンツ配信サービスを4K映像に対応させる考え（HEVC/H.265

） 

– UHDTVの現況と今後 
•4KTVの国内平均単価が初めて30万円を切る（2014年9月、BCN） 
•4KTV世界出荷、2014年第2四半期の台数が2013年全体超え（2014

年8月、NPD DisplaySearch） 
•2020年の4KTV国内世帯普及率は52％（2,700万台）と予測（三菱総研

） 
– 技術的なポイントの整理 

•HDMI 2.0・・・ HDMI1.4との互換性、4K/60P対応（8K対応は将来版で） 
•HEVC（H.265）・・・デコーダ機能のテレビ搭載 
•DivX HEVC（Rovi）・・・4K/60Pのサポート、Broadcom/Qualcommのチッ

プ開発 

【トレンド】 OTT/IP放送/UHDTV 
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アクトビラ
が4K VOD
サービスを
12月11日
から開始 

「ひかりTV」で4K VODサービスを10月27日から開始 



 
 
 

3．本 編 
          ① Wi-Fi 
          ② 携帯（含むBWA）バンド 
          ③ 地域BWAバンドの今後 
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① 【Wi-Fi】 
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•国内動向 
•さまざまな802.11規格 
•TVWS活用の動き 



• IEEE802.11acとは？ 
– 5GHz帯での利用をベースとし、現行の802.11nの更なる高速化を目指し

た『次世代高速無線LAN』規格 

•IEEE802.11n規格に対して 

– 周波数帯域幅 ；40MHz ⇒ 160MHz 

– MIMO多重化  ；4×4 ⇒ 8×8 

– 変調方式  ；64QAM ⇒ 256QAM 

•通信距離の拡大（アンテナ技術の向上など） 

– 30m程度 ⇒ 100m程度 
   ただし、原理的には 
   「高速化」≒「短距離」傾向 

 伝送速度：1Gbps 
  （全ての要素技術を 
   満たせば、理論上 
   6.9Gbpsオーダー） 

※）出典；総務省 情報通信審議会 移動通信システム委員会 無線LANシステム作業班 

【Wi-Fi】 国内動向・・・802.11acの普及 
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• IEEE802.11acの“導入周波数帯”と“チャネル配置” 
– 80MHz幅チャネルなら4波、160MHz幅チャネルなら2波が利用可能 

•80MHz幅は、2つの連続した40MHz幅チャネルで構成 
•160MHz幅は、80MHz幅チャネル×2波で構成（不連続でも可能） 

– 高速通信が得られる条件がある 
•80MHz幅；連続した40MHz幅チャネルが2波とも空いている時 
•160MHz幅；80MHz幅チャネルが2波とも空いている時 

【Wi-Fi】 国内動向・・・802.11acの普及 

  802.11n 
  ⇒40MHz幅 
 

  802.11ac 
  ⇒80MHz幅 

  ⇒160MHz幅 

屋内  

のみ  

屋内  
・       

屋外  

  混雑すれば 
  発揮できない！ 

※）出典；総務省 情報通信審議会 移動通信システム委員会 無線LANシステム作業班 
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•IEEE802.11acの普及 
– 標準化・制度化 

•日本国内（総務省） 
– 2013年3月末に公布・施行 

•IEEE 
– 2014年1月8日に正式承認 

– Wi-Fi Allianceによるロゴ認証の開始（2013/6/19） 
•機器認証プログラム『Wi-Fi CERTIFIED ac』をリリース 

– 認証機器であれば、11ac規格完了後も正式版として保証 

– 802.11acの急速な普及 
•APを皮切りにスマホ、タブレット、PC等へ実装が進む 

 

 

【Wi-Fi】 国内動向・・・802.11acの普及 
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  ドラフト規格のまま販売開始 

項 目 帯域幅80MHz 帯域幅160MHz 

ストリーム数 1 2 3 1 2 3 4 

変調方式/符号化率 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 
256QAM 

5/6 

伝送速度（Mbps） 433 867 1300 867 1730 2600 3470 

実効速度（Mbps） 300 610 910 610 1200 1800 2400 

製品グレード（参考） ローエンド ミッドレンジ ハイエンド ローエンド ミッドレンジ ハイエンド 超ハイエンド 



•Wi-Fi帯域不足の問題 
– データ・オフロード 

•携帯電話のデータ・トラフィックの退避先として積極設置 

•都市部で2.4GHz帯は飽和状態⇒5GHz帯対応APの急増 

 

 

 

 

 

– 5.8GHz帯への無線LAN拡張 
•現在、ETCおよびITSスポットで利用 

•欧米で5.8GHz帯への.11ac拡張の動き。国際協調できるか？ 

•ITSとの共用を可能するする対策（干渉回避技術）等が必要 

– その他 
•5.2～5.3GHz帯の屋外利用、5.4GHz帯の追加割当など 

【Wi-Fi】 国内動向・・・802.11acの普及 

27 ※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 



•総務省にて発表（2014年6月12日） 
– 訪日外国人のICT利用環境整備に向けたアクションプラン 

•2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、スピード感
を持って実行 
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【Wi-Fi】 国内動向・・・SAQ2 JAPAN Project 

1. 無料Wi-Fi整
備促進と利
用円滑化 

2. 国内発行
SIMへの差
替え等によ
るスマホ・携
帯電話利用
の円滑化 

3. 国際ローミン
グ料金の低
廉化 

4. 「言葉の壁」
をなくす「グロ
ーバルコミュ
ニケーション
計画」の推
進 

出典 ； 総務省の報道発表資料より（2014年6月12日） 



•総務省の補助金事業（来年度） 

– H27年度当初予算として概算要求（2014/08/29） 

– 『SAQ2（サクサク）JAPAN Projectの推進』・・・ 16.5億 

•フリー公衆無線LANの推進 
– 地域活性化の観点から、地方公共団体が観光・防災拠点におけ

る公衆無線LANの整備を行なう場合に、その事業費の一部を補
助 

– 【主な経費】観光・防災Wi-Fiステーション整備事業・・・ 14億円 

 

•フリー公衆無線LANの利用開始手続きの簡素化・一元化 
– 【主な経費】フリー公衆無線LANの利用開始手続き等の簡素化・

一元化に係る実証実験（29日に設立した「無料公衆無線LAN整
備促進協議会」の中での活動資金の位置付け）・・・・・ 2.5億円 
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【Wi-Fi】 国内動向・・・SAQ2 JAPAN Project 



•総務省の補助金事業（来年度） 

– H27年度当初予算として概算要求（2014/08/29） 
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【Wi-Fi】 国内動向・・・SAQ2 JAPAN Project 

出典 ； 総務省より入手（2014年8月28日） 



•総務省の補助金事業（来年度） 

– H27年度当初予算として概算要求（2014/08/29） 
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【Wi-Fi】 国内動向・・・SAQ2 JAPAN Project 

出典 ； 総務省より入手（2014年8月28日） 



•無線LANビジネス推進連絡会の報道発表 ※1 

– 災害用統一SSID『00000JAPAN』（ファイブゼロ・・・） 

•利用制限の全くないAPの無料開放 

•発災後、72時間以内の対応 
– 72時間；人命救助及び被災者の救護活動を行なう災害の初動

対応時期の目安 

•大規模災害の判断（トリガー）については、各社（通信事業
者、自治体等）の主体的な判断 

– 携帯キャリア系APの無料開放についても各社の判断となっている 

– SSIDの具体的な運用の一例 

•2つのSSIDで運用 
– SSID①；00000JAPAN・・・・・・・・・・・ 災害用 

– SSID②；○○City Free Wi-Fi・・・・・・ 通常のフリーWi-Fi接続 

【Wi-Fi】 国内動向・・・大災害時の無料開放 

32 
※1） 報道発表 『公衆無線LANの利活用について』 （2014年5月27日） 
   ～大規模災害発生時における公衆無線LANの無料開放に関するガイドライン～ 



•802.11WGの活動状況 
– “高速化”のための技術開発活動 

•IEEE802.11ac規格の完了で、しばし収束とみられたが・・ 

【Wi-Fi】 さまざまな802.11規格 

33 ※）出典；日経BP社 日経コミュニケーション（2012年8月） 



•IEEE802.11ax； 次世代高速無線LAN 

– 高速無線LAN規格「802.11ac」の後継の位置づけ 

•HEW Study GroupからTask Groupに昇格（2014年5月） 
– HEW；High Efficiency WLAN 

•中国HUAWEIが主導的な役割 

– 今後の検討のポイント 

•新しい技術「MIMO-OFDA」への取り組み 
– 現行の「OFDM」とは異なる技術 

•高密度に設置された環境での効率を改善 
– 干渉、ch不足、非AP間連携・・・ 

•10Gbps以上の実効速度 
– 既に、5GHz帯で10.53Gbpsの実測（トライアル） 

•規格化の見通しは早くても2018年以降（2019年予定） 

【Wi-Fi】 さまざまな802.11規格 
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• IEEE802.11ad； 60GHz帯を使う高速規格『WiGig』 
– 60GHz帯を利用する無線通信 

•数Gbpsの高速通信（最大7Gbps）、低レイテンシ、10m程度 
•HDMIやUSBの置き換えを狙う 

– 2013年1月に「Wi-Fi Alliance」との統合を発表 
•Wi-Fi⇔WiGigのシームレスなハンドオーバー機能を実現予定 

– 「WiGig認定プログラム」は2013年9月に開始 『WiGig CERTIFIED』 
– 今後の普及の見通し（米Frost & Sullivanの予測） 

•2014年末までに累計120万台、2017年には15億台 
 

• IEEE802.11ai； 認証の高速化 
– 無線LANアクセスポイントに接続する際の認証プロセスを高速化す

る規格 
•高速認証技術「FILS」（Fast Initial Link Setup） 
•歩きながらでも無線LANが使えるようになる 

– 現在は「ドラフト2.0仕様」レベル。 
•標準化の策定が始まっているが、製品への実装時期等は未定 

– 京都大学で実証実験＠2013年2月21日 
•3秒→0.01秒程度に短縮へ 

【Wi-Fi】 さまざまな802.11規格 
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•【参考】 無線LAN高速認証技術（802.11ai）の実証
実験の実施（2013/2/21） 

【Wi-Fi】 さまざまな802.11規格 

36 ※）出典；総務省・報道発表資料より（2013年2月15日） 



•IEEE802.11ah； Sub1GHz帯を利用した長距離
伝送の規格 
– 現在は「ドラフト2.0仕様」レベル。2016年1月の規

格完了（予定） 
•日本では950～958MHz帯 

•多数のノードを収容するMAC層の制御技術 

•省電力動作を可能とする短縮フレーム構成 

– 伝送距離；1km 

– 伝送速度；150Kbps/1MHz～40Mbps/8MHz幅 

– 利用形態； 
•スマートグリッド、屋内外モニタリング、センサーネット（バッ

クホール）、ウェアラブル等 

 

【Wi-Fi】 さまざまな802.11規格 
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•TVホワイトスペース等利用システム運用調整協議
会 
– 2014年3月25日に現組織へ移行 

•TVWS帯域、1.2GHz/2.3GHz帯域を活用するラジオマイク、エ
リア放送、FPUシステム間・・・の運用調整を行なう 

– 会長；森川博之 東京大学先端科学技術研究センター教授 
– 副会長；高田潤一 東工大大学院理工学研究科教授 

•IEEE802.11af； TVWSを利用した長距離伝送規格 
– 2013年12月に規格化を完了 

•1チャネル当たり22Mbps、最大100㎞の通信距離 
•米国では『スーパーWi-Fi』と呼ばれている 

– 諸外国の動き 
•欧米；電波の空き状況をデータベース（DB）で照会するシステム

が構築・承認。デジタル・ディバイド対策等で徐々に利用 
•実証実験プロジェクト；英国、シンガポール、フィリピンなど 

– 日本のTVホワイトスペース 
•470～710MHzの240MHz帯幅、全40ch（13～52） 
•NICTが「ホワイトスペースデータベース」と連動して周波数を自

動選択する実証実験に成功（2012年10月） 

 

【Wi-Fi】 TVWS活用の動き 
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•【参考】 ホワイトスペースを利用するシステム 
– 電波政策ビジョン懇談会・中間とりまとめ（2014/7） 

【Wi-Fi】 TVWS活用の動き 

39 ※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 



 
 
 

② 【携帯（含むBWA）バンド】 
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•LTE/4G（LTE-Advanced） 
•5Gの最新動向 



•LTEの動き（3GPP Release8/9） 
– 第3.9世代移動通信システム 

 「Long Term Evolution」 
•第4世代移動通信システム「IMT-Advanced」の橋渡し 

•3G携帯規格「W-CDMA」の上位規格だが、オールIPベース 

•今では「4G携帯」 「4G LTE」と呼ぶことが多い 

【携帯バンド】 LTE/BWA 
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項 目 LTE Release8/9 WiMAX Release 1.5 （IEEE802.16e） 

チャンネル帯域幅 1.4／3／5／10／15／20MHz 3.5／5／7／8.5／10MHz 

複信方式 FDD／TDD TDD 

変調方式 QPSK／16QAM／64QAM QPSK／16QAM／64QAM 

多重化方式 上り：SC-FDMA ／ 下り：OFDMA 上り：OFDMA ／ 下り：OFDMA 

遅延 10-20msec 100msec以上 

モビリティ 時速350km以上 時速120km 

最大伝送速度 

下り；100Mbps以上 

  [；330Mbps（4×4）] 

上り；50Mbps以上 

＠20MHz幅（FDD） 

下り；40Mbps（2×2） 

上り；5.5Mbps（1×2） 

＠10MHz幅 



•普及するLTE 
– FDD-LTE（700MHz～2GHz帯） 

•4キャリア合計で“約400MHz幅” 

•スピード；37.5Mbps＠5MHz幅～150Mbps＠20MHz幅 

•スマホ、タブレット、モバイルルータなど多数 

•LTE普及期は2015年 
– 700MHz帯は2015年から利用可 

•2015年以降には、4G（LTE-Advanced）の割当て開始（3.5GHz帯） 

【携帯バンド】 LTE/BWA 
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未使用 3G LTE 

700MHz 
帯 

800MHz 
帯 

900MHz 
帯 

1.5GHz 
帯 

2.0GHz 
帯 

1.7GHz 
帯 

 

 

プラチナバンド 

ドコモ 

KDDI 

YM 

ドコモ 

KDDI 

ドコモ 

KDDI 

SBM 

YM 

ドコモ 

KDDI 

SBM 

60MHz 60MHz 30MHz 70MHz 70MHz 
（+10MHz） 

60MHz 

SBM ドコモ 



•普及するLTE 
– 5つのカテゴリー 

 

 

 

 

 

– マルチキャスト・ブロードキャスト 

 『MBMS：Multimedia Broadcast Multicast Service』 
•LTE網でマルチキャスト（同報配信）を実現する技術 

•（広域ではなく）限られたエリアでのIP放送サービスを想定 

•米クアルコムが商用化を計画（2013年以降） 

– 次世代動画像圧縮規格「HEVC（H.265）」移行を加速 
•H.264（MPEG-4 AVC）の約半分。トラフィック負荷軽減にも 

【携帯バンド】 LTE/BWA 
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ドコモが
HEVCデ
コーダ・ソ
フトウェア
を提供開
始（2013
年3月～） 

項 目 カテゴリ1 カテゴリ2 カテゴリ3 カテゴリ4 カテゴリ5 

最大通信速度 
下り 10Mbps 50Mbps 100Mbps 150Mbps 300Mbps 

上り 5Mbps 25Mbps 50Mbps 50Mbps 75Mbps 

最大周波数帯幅 20MHz幅 

変調方式 
下り QPSK/16QAM/64QAM 

上り QPSK/16QAM/64QAM（カテゴリ5のみ） 

2×2MIMO対応 なし 必須 

4×4MIMO対応 なし 必須 



•もうひとつのLTE 

– TD-LTE 

•携帯バンド“ファミリー”の仲間入りを果たす 
– WCP（ソフトバンク系）は、2012年2月末～ 

– UQ（KDDI系）も、2013年10月末～ 

»WiMAXに見切り 

 

【携帯バンド】 LTE/BWA 

携帯キャリア4G予約バンド 
3.4～4.2GHz※）2015年以降 

BWAバンド 
2.49～2.69GHz 

FWAバンド 
4.9～5.0GHz 

高出力無線LAN 

地デジタル放送 
470～700MHz 

携帯キャリアバンド 
700MHz～2GHz 

無線LANバンド 
5.15～5.7GHz 

無線LANバンド 
2.4～2.49GHz 

IEEE802.11b/g/n IEEE802.11a/ac/n 

5G携帯 
11、20GHz等 

上り↑下り↓ 

TD-LTE（TDD-LTE） 

f：周波数 

上り↑ 下り↓ 

FDD-LTE 

f：周波数 

WCPバンド 
AXGP（TD-LTE系） 

30MHz幅 

2575MHz 2595MHz 2625MHz 2545MHz 2645MHz 

地域 
バンド 
WiMAX 
10MHz 

GB 
3 

GB 
7 

UQバンド 
WiMAX ⇒ TD-LTE化 

30MHz幅 

新UQバンド 
TD-LTE系 
20MHz幅 

110Mbpsサービス＠20MHz幅 
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•もうひとつのLTE 

– ソフトバンクの戦略 

【携帯バンド】 LTE/BWA 

45 ※）出典；アップル社のWebサイトより（2014年9月） 

米スプリント・ネクステル 

米クリアワイヤ 

WiMAX 
@MVNO 

↓ 
TD-LTE 
準備中 

昨年 
7月 
買収 

昨年 
6月 
買収 

FD-LTE 
整備中 

関連会社 

WCP 

TD-LTE 
@MVNO 

共通バンド 
（2.5GHz帯） 

Y!mobile 

ソフトバンク（ソフトバンク・モバイル） 

FD-LTE 
整備中 

（1.7GHz帯） 

•FDD-LTE 
•0.7、0.9、1.5、1.7、2.0GHz
帯 

•TD-LTE 
•2.5GHz帯（AXGP） 

【対応する周波数】 
700MHz帯 
900MHz帯 
1.7GHz帯（1.8GHz） 
2.0GHz帯（2.1GHz） 
2.5GHz帯（BWA） 

iPhone6/6Plus 



•もうひとつのLTE 

– ソフトバンクを追うKDDI（au） 

【携帯バンド】 LTE/BWA 
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KDDI（au） 

UQコミュニケーションズ 

WiMAX 
↓ 

WiMAXR2.1AE 

（TD-LTE） 

関連会社 
FD-LTE 
整備中 

WiMAX 
@MVNO 

計画変更 
（オンリーWiMAXの断念） 

2012年秋 
以降 

•KDDI 
• FDD-LTE（0.7、0.8、

1.5、2.0GHz帯） 
•UQ 

• 2.5GHz帯（TD-LTE化） 

2013年11月 
以降 

【対応する周波数】 
700MHz帯 
800MHz帯 
2.0GHz帯（2.1GHz） 
2.5GHz帯（BWA） 

iPhone6/6Plus 

※）出典；アップル社のWebサイトより（2014年9月） 



•4G携帯（IMT-Advanced；3GPP Release10以降） 
– 第4世代移動通信システム 

•移動時100Mbps、停止時1Gbpsの伝送速度 

【携帯バンド】 4G携帯 

47 ※）出典；総務省 情報通信審議会 携帯電話等高度化委員会（2012年） 



•4G携帯（IMT-Advanced；3GPP Release10以降） 
– 第4世代移動通信システム 

•移動時100Mbps、停止時1Gbpsの伝送速度 

•LTEとの互換性を持ち、更なる高度化 
– MIMOの拡張  ；4×4（LTE）  ⇒ 8×8 

– 周波数帯幅の拡張 ；20MHz幅（LTE）  ⇒ 最大100MHz幅 

– 総務省のスケジュール 
•認定申請の受付；2014年9月26日～10月27日 

•携帯キャリアへの周波数割当て；2014年内（まずは40MHz×3社） 
– 3.4G～3.6GHz帯、3.6G～4.2GHz帯の広大な帯域の開放（全800MHz） 

【携帯バンド】 4G携帯 

48 ※）出典；business network.jpから 



•4G携帯（IMT-Advanced；3GPP Release10以降） 
– 第4世代移動通信システム 

•移動時100Mbps、停止時1Gbpsの伝送速度 

•LTEとの互換性を持ち、更なる高度化 
– MIMOの拡張  ；4×4（LTE）  ⇒ 8×8 

– 周波数帯幅の拡張 ；20MHz幅（LTE）  ⇒ 最大100MHz幅 

– 総務省のスケジュール 
•認定申請の受付；2014年9月26日～10月27日 

•携帯キャリアへの周波数割当て；2014年内（まずは40MHz×3社） 
– 3.4G～3.6GHz帯、3.6G～4.2GHz帯の広大な帯域の開放（全800MHz） 

【携帯バンド】 4G携帯 

49 ※）出典；business network.jpから 



•4G携帯（IMT-Advanced） 
– 第4世代移動通信システム 

•2014年内に「3.48G～3.6GHz帯」の120MHzを割当 

【携帯バンド】 4G携帯 

50 

3.4 3.6 4.2GHz 

※）出典；総務省 情報通信審議会 携帯電話等高度化委員会（2012年） 

※）出典；日経新聞（2014年7月11日） 



【携帯バンド】 4G携帯 
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※）出典；インプレスWebサイトから 

CA（キャリア・アグリゲーション）の概念 

※）出典；NTTドコモ Technology Reportから 
CA（キャリア・アグリゲーション）による広帯域化 

※）出典；business network.jpから 
CA（キャリア・アグリゲーション）とMIMOの実装による高速化 

•4G携帯（IMT-Advanced） 
– 新たな主要技術（1） 

•CA（キャリア・アグリゲーション） 
– 複数のキャリア（周波数帯幅）を連続した1つ

のバンドとして扱う技術 

– これにより、通信速度や伝送容量の向上が可
能 

– 4×4MIMO＠20MHz幅で300Mbps（LTE） 

– 4×4MIMO＠100MHz幅で1500Mbps（4G） 

– 8×8MIMO＠100MHz幅で3000Mbps（4G） 

http://k-tai.impress.co.jp/img/ktw/docs/422/481/html/Image1.jpg.html


•4G携帯（IMT-Advanced） 

– 新たな主要技術（2） 
•MIMO伝送技術の拡張 

– 基地局⇒端末 

»8アンテナ送信まで規定（最大3Gbps＠100MHz幅） 

 （LTEでは最大4アンテナ送信、最大300Mbps＠20MHz幅） 

»マルチユーザMIMOの改善（異なる端末向けに信号を同時送信） 

– 端末⇒基地局 

»4アンテナ送信まで規定 

【携帯バンド】 4G携帯 
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MIMOの拡張（高度化） 

※）出典；総務省 情報通信審議会 携帯電話等高度化委員会（2013年） 



•4G携帯（IMT-Advanced） 
– 新たな主要技術（3） 

•HetNet（ヘテロジニアス・ネットワーク） 
– マクロセルの中に複数のスモールセルをオーバーレイ配置 

– 両者が協調することで通信速度や伝送容量を改善 

»スモールセル≒ピコセル、フェムトセルなど 

【携帯バンド】 4G携帯 

53 ※）出典；インプレスWebサイトから 

HetNet（ヘテロジニアス・ネットワーク）の概念 

※）出典；クアルコムの資料から 

「マクロセル1＋ピコセル4」で2.2倍の容量改善 



•4G携帯（IMT-Advanced） 

– 新たな主要技術（4） 

•CoMP（Coordinated Multi-point transmission/reception） 
– 多地点協調／セル間協調送受信技術 

– 複数の基地局が協調して、同時に端末へデータを送信する技術 

»ユーザ端末はより高速なダウンロードが可能 

»セル端スループットの改善 

【携帯バンド】 4G携帯 
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CoMPの概念「マルチセル・マルチアンテナ協調送受信技術」 

※）出典；無線通信システム研究会・講演資料から ※）出典；NTT技術ジャーナルから 



•4G携帯（IMT-Advanced） 

– 新たな主要技術（5） 

•リレー伝送技術 
– 基地局と端末の間の無線伝送を中継する技術 

– 再生中継伝送（レイヤ3リレー） 

»「非再生中継伝送」に対して干渉や雑音の影響を受けない 

【携帯バンド】 4G携帯 
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リレー伝送技術（レイヤ3リレー） 

※）出典；総務省 情報通信審議会 携帯電話等高度化委員会（2013年） 



•第5世代（5G）移動通信 
– 5Gシステムの標準化動向 

•3GPP／ITUでは、まだ本格的な議論は始まっていないが・・・ 
– 2020年頃の商用化に期待が高まっている 
– ITU-R第5研究委員会（SG5）作業班WP5Dで、5Gに関する議論が進

行中。2015年2Qの完成を目指し『5Gのビジョンに関する勧告案』が
検討中 

•2020年に5Gシステムを実現するためには？ 
– 2018年の世界無線通信会議（WRC2018）で、国際協調による5G向

け周波数の確定が必要 

•技術的には“LTE、4G（IMT-Advanced）の延長”線の傾向 

【携帯バンド】 5G携帯 

56 ※）出典；総務省 情報通信審議会 携帯電話等高度化委員会（2013年） 



•第5世代（5G）移動通信 
– 5Gシステムの要求条件（対LTE） 

•1000倍のシステム容量 

•100倍の端末数 

•10Gbps以上のピーク速度 

•1m秒以下の遅延 

•低消費電力化・・・など 

【携帯バンド】 5G携帯 

57 ※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 

  広い周波数幅の確保が必要 
  ・3GHz以下は稠密状態 
  ・30GHz超えのミリ波帯も視野 
  ・基地局の増加＝FTTH需要 



•第5世代（5G）移動通信 
– 先行する諸外国の5G推進体制 および国内の動き 

•欧州委員会のMETIS（Mobile and wireless communications 
Enablers for The 2020 Information Society）でのプレ議論が先行 

– 2015年春をメドに基本コンセプトを固める予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•NTTドコモ、世界主要ベンダ6社と5G実験で協力（2014年5月8日） 

【携帯バンド】 5G携帯 

58 ※）出典；NTTドコモの報道発表（2014年5月8日） 

※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 



•第5世代（5G）移動通信 

– 5Gシステムの実用化に向けたロードマップ（総務省） 

•2014年末までに推進協議会（仮称）が立ち上がる予定 

【携帯バンド】 5G携帯 

59 ※）出典；総務省の報道発表（2014年7月14日） 

『第5世代モ
バイル推進
フォーラム
（5GMF）』が、
産学官連携
で9月30日
に発足 



 
 
 

③ 【地域BWAバンドの今後】 
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•TD-LTE化 
•全国バンド化 
•ユニバーサルサービス化 



•地域BWAも“携帯バンド”への道 
– スマホ/タブレットを支える携帯ファミリーに昇格 

•LTE（=3.9G携帯、FDD-LTE） 
– 4G（2015年～）/5G（2020年～）への布石 

•TD-LTE 
– 2.5GHz帯（=BWA）が、世界標準バンドに・・・『Band41』 

【地域バンドの今後】 TD-LTE化 
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携帯キャリア4G予約バンド 
3.4～4.2GHz※）2015年以降 

BWAバンド 
2.49～2.69GHz 

FWAバンド 
4.9～5.0GHz 

高出力無線LAN 

地デジタル放送 
470～700MHz 

携帯キャリアバンド 
700MHz～2GHz 

無線LANバンド 
5.15～5.7GHz 

無線LANバンド 
2.4～2.49GHz 

IEEE802.11b/g/n IEEE802.11a/ac/n 

5G携帯 
11、20GHz等 

WCPバンド 
AXGP（TD-LTE系） 

30MHz幅 

2575MHz 2595MHz 2625MHz 2545MHz 2645MHz 

 
 
 

WiMAX 
10MHz 

地域バンド 
TD-LTE系 
20MHz幅 

GB 
3 

GB 
7 

UQバンド 
WiMAX ⇒ TD-LTE化 

30MHz幅 

新UQバンド 
TD-LTE系 
20MHz幅 

110Mbpsサービス＠20MHz幅 



•地域BWAも“携帯バンド”への道 

– 地域バンドのTD-LTE化 

•改正BWA免許の公布・施行（2014年10月1日） 
– 20MHz幅でTD-LTE互換方式（AXGP/WiMAX R2.1AE）が可能に 

– 2013年10月から1年遅れの実現・・・なぜ？ 

【地域バンドの今後】 TD-LTE化 
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WCPバンド 
AXGP（TD-LTE系） 

30MHz幅 

2575MHz 2595MHz 2625MHz 2545MHz 2645MHz 

 
 
 

WiMAX 
10MHz 

地域BWAバンド 

TD-LTE系 
20MHz幅 

GB 
3 

GB 
7 

UQバンド 
WiMAX 

30MHz幅 

モバイル放送 
跡地 

20MHz幅 



•地域BWAも“携帯バンド”への道 

– 地域バンドのTD-LTE化 

•改正BWA免許の公布・施行（2014年10月1日） 
– 20MHz幅でTD-LTE互換方式（AXGP/WiMAX R2.1AE）が可能に 

– 2013年10月から1年遅れの実現・・・なぜ？ 

– 『モバイル放送跡地』の功罪（2013年7月） 

•UQが20MHz幅を獲得 

•WCPは惨敗⇒地域バンドに活路を求める 

 

【地域バンドの今後】 TD-LTE化 
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※1） 2015年9月末までに2605～2625MHz帯をTD-LTE系（WiMAX R2.1AE）へ切替 
    残りも2018年3月末までに切替予定（総務省資料から引用） 

WCPバンド 
AXGP（TD-LTE系） 

30MHz幅 

2575MHz 2595MHz 2625MHz 2545MHz 2645MHz 

 
 
 

WiMAX 
10MHz 

地域BWAバンド  

TD-LTE系 
20MHz幅 

GB 
3 

GB 
7 

UQバンド 
WiMAX⇒TD-LTE化 

30MHz幅 ※1） 

新UQバンド 
TD-LTE系 
20MHz幅 

合計50MHz幅 

 SBとKDDIの争い 
 に巻き込まれる 



•地域BWA（=WiMAX）事業者の現況 

– 事業者50弱、自治体ソリューション6件 

【地域バンドの今後】 TD-LTE化 

ニューメディア 
北海道函館市 

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 
新潟県上越市 

上田ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 
長野県上田市 

東京ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 
東京都文京区・ 

荒川区・千代田区 

南東京ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
東京都品川区 

日本ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 
山梨県甲府市 

福井ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
福井県福井市・ 
坂井市・あわら市 

ｼｰ・ﾃｨｰ・ﾜｲ 
三重県四日市市 

・いなべ市・ 
桑名市・菰野町 

・木曽岬町 

中海ﾃﾚﾋﾞ放送 
鳥取県米子市 

山陰ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 
島根県松江市 山口ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 

山口県山口市・ 
宇部市・防府市 

矢掛放送 
岡山県矢掛町 

嶺南ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 
福井県敦賀市 

玉島ﾃﾚﾋﾞ放送 
岡山県倉敷市 

ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ 
愛媛県新居浜市・西条市 

愛媛CATV 
愛媛県松山市 

ケーブルワン 
佐賀県武雄市 

となみ衛星通信ﾃﾚﾋﾞ 
富山県砺波市 

入間ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
埼玉県入間市 
東京都瑞穂町 

CTBﾒﾃﾞｨｱ 
大分県別府市・日出町 

伊万里ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 
佐賀県伊万里市 

本庄ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
埼玉県本庄市 

佐賀ｼﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
佐賀県佐賀市 

東松山ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
埼玉県東松山市 

・滑川町 

金沢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ 
石川県金沢市 

ﾗｯｷｰﾀｳﾝﾃﾚﾋﾞ 
三重県桑名市・東員町 

ニューメディア 
山形県米沢市 

ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ 
愛知県豊田市・ 

みよし市・長久手町 

上野原ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
山梨県上野原市 

ひのき 
徳島県上板町・北島町・松茂町 

CAC 
愛知県半田市・阿久比町 

ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ 
三重県伊勢市・ 
鳥羽市・志摩市 

日本中央ﾃﾚﾋﾞ 
徳島県吉野川市・小松島市 

ｷｬｯﾁﾈｯﾄﾜｰｸ 
愛知県刈谷市・安城市 

笛吹きらめきﾃﾚﾋﾞ 
山梨県笛吹市 

河口湖有線ﾃﾚﾋﾞ放送 
山梨県富士河口湖町 

唐津ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 
佐賀県唐津市 

光ケーブルネット 
群馬県太田市・桐生市 

ｵｰﾌﾟﾝﾜｲﾔﾚｽ 
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

神奈川県藤沢市 

ニューメディア 
新潟県新潟市 

ウェブエスパス 
愛知県名古屋市 

大分ケーブルテレコム 
大分県大分市、由布市 

ケーブルテレビ佐伯 
大分県佐伯市 

ケーブルネット鈴鹿 
三重県鈴鹿市 

ベイコミュニケーションズ 
兵庫県尼崎市 

ケーブルテレビ可児 
岐阜県可児市・御嵩町  

今治ｼｰｴｰﾃｨｰﾌﾞｲ 
愛媛県今治市 

ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱﾜｲﾜｲ 
宮崎県延岡市、日向市 

帯広ｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙ 
北海道帯広市 

ケーブルテレビ宮崎 
宮崎県宮崎市 

宮古テレビ 
沖縄県宮古島市 

※）総務省 基幹通信課、移動通信課の資料を基に修正 

防災・市民メディア 
推進協議会 

岩手県大船渡市 

宮城県色麻町 
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福岡県 
添田町 

95％は空き地 



•地域BWA免許制度・・・“ビジョン懇”を受けて何が変
わったのか? 
– 地域BWA免許は、事業化前提の民間主体の制度。公設

民営が前提ではなく補助金もない 
•地域事業者は、免許の趣旨に沿って自治体と連携を図りつつ

も、ビジネスの責任を負う 

•自治体照会の縛りが復活（2011年末に廃止されたが） 

– 地域事業者は、既存事業者・新規事業者を問わず、10
月からTD-LTE系の整備が可能に 
•まずは10⇒20MHz幅拡大が焦点 

•全国BWAとのCA協業はネクスト・ステージ 

– 全国系事業者（ドコモ、KDDI、SB）やその関連会社は、地
域BWAへの参入が当面できなくなった 
•ソフトバンクBB（SBB） ⇒SBグループ 

•J:COM（MSO、SO）  ⇒KDDIグループ 
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【地域バンドの今後】 TD-LTE化 



•今後のシナリオ 
– ビジョン懇の「中間とりまとめ」を受けて・・・ 

•2014年10月から地域事業者向けに、TD-LTE系の整備を可
能に（免許申請の受付開始） 

•以降、参入する地域事業者の推移をモニタリング 

•ある期間を経過後、これ以上の新規参入が見込めないと判断
した時、地域事業者の申請受付を終了する 

•残ったエリアを1つにまとめる 

•BWA導入のための特定基地局の開設に関する指針を策定 

•開設計画に係わる認定申請の受付 

【地域バンドの今後】 全国バンド化 

66 地域事業者の受付開始 地域事業者の受付終了 全国事業者向けに再設定 

地域BWA 
のエリア例 
（20～30％） 

全国BWA 
のエリア例 
（70～80％） 



•今後のシナリオ 
– 地域事業者の申請受付はいつ終了する？ 

•2014年10月から半年、あるいは1年、もしくは2年 

•日本ケーブルテレビ連盟は2年を要望 

– 残った空き地を獲得する全国事業者は誰？ 
•地域バンドに関われる全国事業者はWCPかUQのみ 

– J:COMの参入は困難 

•地域バンドへの思いが強いのは、UQよりもWCP 

【地域バンドの今後】 全国バンド化 
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WCP 
TD-LTE系 
30MHz幅 

 
 

WiMAX 

地域バンド 
TD-LTE系 

20MHz幅 

3 7 

UQ 
TD-LTE化 
30MHz幅 

UQ 
TD-LTE系 
20MHz幅 

合計50MHz幅 

2575MHz 2595MHz 2625MHz 2545MHz 2645MHz 

合計50MHz幅 

合計70MHz幅 



•今後のシナリオ 

– いま、地域事業者が取るべき道のアドバイス 

•数年後に（残った）地域エリアを獲得する全国事業者は？ 
– エリアの大半を持つものと想像される 

•その全国事業者との関係は良好であるほうがよい 

– 地域事業者が模索する共用型ネットワーク 

【地域バンドの今後】 全国バンド化 

HSS/ 
PCRF 

GW2 GW1 

TD-LTEコア設備 
MME 

地域事業者A 

地域事業者B 

地域事業者C 
コア事業者 
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•デジタル・ディバイドエリアの通信をめぐる課題 

– 地域の通信環境をめぐる諸課題は相互に関連 

【地域バンドの今後】 ユニバーサルサービス化 

69 ※）出典；総務省 情報通信審議会 2020-ICT基盤政策特別部会 基本政策委員会（2014年7月10日） 



•デジタル・ディバイドエリアの通信をめぐる課題 

– 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科・三友教授
の提案 

•2.5GHz地域バンドを「ユニバーサル・バンド」とし、その経
済価値をデジタルディバイドエリアにおけるブロードバンド・
ユニバーサルサービス提供の原資とする 

•全国事業者にも参入を認め、新規に割当を受けつける 

•事業者は、当該エリアのブロードバンド・ユニバーサルサー
ビスに責任を持つ 

•地域に必要とされるブロードバンドの基準に従い、ネットワ
ークの整備維持に当たる 

【地域バンドの今後】 ユニバーサルサービス化 

70 ※）出典；総務省 情報通信審議会 2020-ICT基盤政策特別部会 基本政策委員会（2014年7月10日） 

“全国バンド化”と“ユニバ化”は共通項が多い！ 



 
 
 

4．まとめ 
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•今後も大きな進化が見込まれる無線通信環境 
– トレンド 

•身の回りのあらゆるモノがネットワークにつながる世界 

•「いつでも」「どこでも」「誰でも」「何でも」 

•UHDTV番組をIP-DOVとIPリニアで見られる時代 

– Wi-Fi 
•さらなる高速化（10Gbps）と使いやすさを追求する無線

LAN 

•続く帯域不足。5.8GHz帯拡張やTVWS利用は進むか？ 

– 携帯/BWA 
•有線クラス（10Gbps）の高速化を実現する5G携帯 

•増加する携帯基地局を支えるのは有線（FTTH） 

•地域BWAバンドが、ブロードバンドサービスの「ユニバーサ
ルバンド」となる可能性 

【まとめ】 Beyond 2020年～ 
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ご清聴ありがとうございました 
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  中村 光則 
  080-3294-0551 
  nakamitu@mac.com 
 


