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１．電波利用の高度化



固定マイクロ回線

約３８１万局

移動局 約107万局
固定局 約3.8万局
放送局 約2.4万局

その他 約268万局
放送局 約2.９万局

移動局 4,19５局

固定局 5５２局
放送局 ８０局
その他 ２９１局 平成23年（2011年） 3月末昭和60年（1985年）昭和25年（1950年）

電波利用システムの変遷
無線局の爆発的な増加

電波利用システムの変遷

30M

150M

400M

50G

1950年 1960年 1970年 2010年2000年1990年1980年

1976  20G帯固定

2000 60G帯
無線アクセス

1G

(Hz)

5G

10G

1969  無線呼出
(280M帯)

1990  MCA
(1.5G帯)

1995 ＰＨＳ
(1.9G帯)

1961  6G帯固定
1954  4Ｇ帯固定

1961  11G帯固定

1957  2G帯固定

1950  警察無線(30M帯)

1953  タクシー無線
（60M帯,150M帯)

1999 加入者系
無線アクセス
(22G帯/26G帯

/38G帯)

1960  列車無線
(400M帯)

1979  自動車電話
(800M帯)

固定系

移動系

1994  携帯電話
(1.5G帯)

2001 IMT-20002G帯)

1983  30/20G帯
固定衛星

1983  6/4G帯
固定衛星

1989  14/12G帯
固定衛星

1995  2.6/2.5G帯
移動衛星

周
波
数

1968  地上テレビ放送
(UHF帯)

1953  地上テレビ放送
(VHF帯)

1989  12G帯
衛星放送

2007
広帯域無線
アクセスシステム
(2.5G帯)

2005  無線LAN
(5G帯)

2006  UWBシステム(3.4-4.8G帯
/7.25G-10.25G帯)

2003  地上テレビ放送
(UHF帯)

デジタル化
2007  電子タグ

(950M帯)

移動系による使用のため、より高い周波
数帯域を利用するシステムの開発・移行

高い周波数への移行を
促進する技術の研究開発

 1950年代は公共分野におけるVHF
帯等の低い周波数帯の利用が中心。

 1985年の電気通信業務の民間開放

をきっかけに移動通信分野における利

用が爆発的に普及・発展。

 現在は、 携帯電話の加入数は1億

を超え、無線アクセスシステムの利用

も普及。

 年代を経て、電波

利用技術の高度化

や通信の大容量化

に伴い、高い周波数

帯域の利用へ拡大。

 固定系システムを

より高い周波数帯に

移行し、移動系シス

テムに再配分。
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社会インフラとして様々な分野での電波利用の推進

次世代情報家電、ホームネットワーク物流管理・食の安全性

電子タグによる物流管理、食品のトレーサビリ
ティの高度化・効率化等を実現

・バス位置情報管理システム
・観光情報提供システム

地域ワイヤレスシステム

ワイヤレス家電システムの導入を実現

医療

健康管理の効率化、新たな診察技術の実現

ＩＴＳ

事故を未然に防止する安心･安全な高度化ＩＴＳの
導入を実現

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

ロボット

電波による対象物の認知、姿勢制御等の
高度なセンサ技術、遠隔制御技術の実現

電子マネー・料金収受 公共分野、安全・安心海のマルチメディア

携帯電話等による電子決済、ガス残量・使用
量の確認等料金収受の効率化

海上航行の安全性を高めるブロードバ
ンド通信の実現

新たな電波利用を実現するための利用技術の実現、促進方策等への対応

様々な分野での
電波利用の推進

公共分野の無線通信の高度化等による安全・
安心な社会の実現
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これまでの電波利用高度化に向けた取組み

電波の利用状況

調査・評価の実施

（毎年度）

周波数再編

アクションプランの

策定

（毎年度）

周波数割当計画
の策定

新たな電波利用
システムの導入

安心・安全な国民生活を守
る電波監視体制の整備

・人体に与える影響に関す
る取組み

・医療機器に与える影響に
関する取組み

重要無線通信妨害対策

電波の人体及び医療機器等
に与える影響に関する取組み

研究開発・国際標準化の推進利用環境の整備周波数の移行・再編

周波数を効率的に利用

する技術の研究開発

我が国では、これまでも電波利用の成長・発展に相応する形で、電波利用高度化に向けた各種の取組
みを推進

周波数の共同利用を促

進する技術の研究開発

高い周波数への移行を

促進する技術の研究開

発
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電波利用の一層の高度化に向けた取組みの基本的枠組

電波を取り巻く環境の変化
・電波利用ニーズの拡大
・技術の革新研究開発・国際標準化

の推進
・新たな無線通信システムの導入のため

の電波有効利用技術の開発
・国際競争力強化のための国際標準化

等の推進

利用環境の整備

・全国各地で携帯電話等の利活用を
可能とする電波環境の構築

・電波監視や人体への影響を考慮した
安心・安全な電波環境の構築

周波数の移行・再編
・周波数の逼迫や、携帯電話の高度化等に

対する新たな周波数の確保
・必要な周波数を確保するための周波数移行・

再編の実施

世界最先端のワイヤレスブロードバンド社会等を構築するため、①周波数の移行・再編、②利用環境の整
備、③研究開発・国際標準化の推進を一体的に取り組むことが必要。
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２．ワイヤレスブロードバンド環境の構築



無線アクセス

無線LAN

11Mbps 54Mbps 100Mbps 1Gbps
超高速

無線LAN

第４世代
（IMT-Advanced）

広帯域移動無線アクセスシステム
（最大４0Mbps）

２００９年２月よりサービス開始

音声 インターネット接続

～数kbps ～384kbps ～22Mbps 100Mbps超

（ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化

広域化
モバイル化

(光ファイバと同等)(光ファイバと同等)

現在現在

モビリティ・通信品質等に優れた携帯電話系システムと、高速性・コスト面等で先行する無線LAN系の双方のシステムが各々
発展してきており、両者の特色をとりこみつつ、新たな移動通信システムの検討が進展。

201２年１月頃の国際標準化を目
指し、ITU-R（国際電気通信連合）
※1において審議中。

日本からは寄与文書を提出するなど
国際標準化活動に積極的に貢献。

日中における共同研究やＡＰＴ※2

と連携した標準化活動を推進。

第3.9世代
LTE

※1 国際電気通信連合（ITU:International 
Telecommunication Union）の無線通信
部門 （Radiocommunication Sector）
※2 アジア・太平洋電気通信共同体（APT:
Asia Pacific Telecommunity ）

高速化

高速移動時 100Mbps
低速移動時 1Gbps

2001～2001～1993～1993～

第３世代
W-CDMA

CDMA2000
（世界共通）

1980’s1980’s

携帯電話

第２世代
PDC（日本）
GSM（欧州）

cdmaOne（北米）

2006～2006～

第3.5世代
HSPA等

2010年12月
サービス開始

第１世代

アナログ
方式

1979年～
自動車電話

1985年～
ショルダーホン

1987年～
携帯電話

2000’s2000’s

携帯電話等の進化
携帯電話の発展と今後の展開
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1990 2000 2010 20201980

(bps)

10k

1G

100M

10M

1M

100k

アナログ方式
9.6K

1G（アナログ）

音声 PDC

cdmaone

28.8K

64K

パケット通信

2G（デジタル化）

W‐CDMA 384K

CDMA2000
1x EV‐DO 2.4M

HSDPA
HSUPA

14M

メール

カメラ

ブラウザ

動画

ALL-IP

3G（IMT-2000）

3.5G

LTE 100M

IMT‐Advanced

3.9G

1G

4G

通信速度は30年で約10,000倍

(年)

無線伝送技術の進化 9



3G

3.9G

４G

3.5G

3G

3.9G

４G

3.5G

3G

3.9G

４G

3.5G

3G

3.9G

４G

3.5G

音楽1曲
（約5分）

電子ブック
（約200ページ）

映画DVD
（約2時間）

ハイビジョン映像
（約1時間）

約4.8Mbyte

約3.6Gbyte

約13Gbyte

※ 3G：384kbps、3.5G：3.6Mbps、3.9G：100Mbps、4G：1Gbpsで計算

100秒100秒

0.38秒0.38秒
@
ｹ

0.05秒0.05秒

10秒10秒

1.6秒1.6秒

0.2秒0.2秒

44秒44秒

7分7分

21時間21時間

4.8分4.8分

30秒30秒

3日3日

2分2分

17分17分
8時間8時間

2時間2時間

約20Mbyte

携帯電話の世代別ダウンロード時間 10



長期目標 （２０２０年までに達成）

米国：「国家ブロードバンド計画」概要
 2010年3月16日、連邦通信委員会（FCC）は、連邦議会に提出した

「国家ブロードバンド計画（Connecting America: The National Broadband Plan）」を公表。

 本計画は、２０２０年までに達成する「長期目標」を以下6点挙げている。

出典：FCCウェブサイト（http://www.broadband.gov/download-plan/）

目標１ 世界一のブロードバンド環境の実現

1億世帯以上の家庭が、下り速度が実測100Mbps以上、上り速度が実測50Mbps以上の安価なアクセスを持つべき（2015
年までには、1億世帯以上の家庭が、下り実測50Mbps以上、上り実測20Mbps以上の安価なアクセスを持つべき）。

目標２ 世界一のワイヤレスブロードバンド環境の整備

米国は、世界最速かつ世界で最も規模の大きな無線ネットワークを持ち、モバイル・イノベーションで世界一となるべき
（2020年までに500MHz幅の周波数を新たにブロードバンド向けに利用可能とすべき（2015年までには300MHz幅を利用可
能とすべき））。

目標３ 全国民へのブロードバンドサービス（ユニバーサルサービス）の提供

すべての米国人は、強固なブロードバンド・サービスへの安価なアクセスを持ち、自らの選択に従いサービスに加入する手
段と技能を持つべき（90％以上の加入を実現）。 ※米国における世帯加入率は67％（2009年11月現在）

目標４ 教育・医療等でのブロードバンドの利用

すべてのコミュニティは、学校、病院、政府機関の建物といったアンカー組織において1Gbps以上の安価なブロードバンド・
サービスへのアクセスを持つべき。

目標５ 公共安全ネットワークの確保

米国人の安全を確保するため、すべての一次応答者(first responder)は全国規模で相互運用可能な無線ブロードバンドの
公共安全ネットワークへのアクセスを持つべき。

目標６ グリーンＩＣＴの利用

米国がクリーン・エネルギー経済において世界をリードすることを確保するため、すべての米国人は自身のリアルタイムの
エネルギー消費を追跡し、管理するためブロードバンドを利用すべき。
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米国「国家ブロードバンド計画」第５章について

『国家ブロードバンド計画 Connecting America : National Broadband Plan』第5章において、ワイヤレス・ブロードバンドは
今後10年間にわたって米国のイノベーションにとって重要な土台になるという観点から、米国周波数政策は、ワイヤレス・サー
ビスの提供する新たな手法に対応できるよう改革が必要としている。 計画における主な勧告は以下のとおり。

１．モバイル・ブロードバンド向けに新たな周波数を確保

 世界一のモバイル・ブロードバンド・ネットワークの構築を目指し、今後10年で500MHz幅をモバイル・ブロードバンド向けに新たに確保。
 うち300MHz幅については、今後5年以内で新たに確保。

（300MHz幅の内訳：放送TV帯120MHz幅、移動衛星周波数帯90MHz幅、2.3GHzワイヤレス通信サービス帯20MHz幅等）

２．周波数割当てに関する一層の透明性の確保

 オンライン上で周波数帯域や免許の状況を確認できる「Spectrum Dashboard」を創設。
 周波数割当てに関する3年ごとの評価を含む戦略的周波数計画を継続。

３．周波数再分配に向けたインセンティブの更なる付与

 インセンティブ・オークションを導入（既存免許人が周波数割当てに係る権利を返上し、当該周波数帯域のオークション収益の一部を受け取る
スキーム）。
 周波数移行に係る財政的支援や周波数使用料賦課の整備。

４．周波数利用の柔軟性の拡大

 今後10年以内に全国規模の周波数帯について免許不要での利用向けに開放。
 TVホワイトスペースに係る手続の早期決定。
 周波数アクセスを向上させるための研究開発を強化。

５．その他（計画第5章以外）

 「モビリティ基金」を創設し、モバイル・インフラの構築支援。
 700MHz帯公共安全ブロードバンド・ネットワークを構築。
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「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」の検討の背景

• 携帯電話や無線LANを利用したリッチコンテンツの流通や利用が増大

• 2020年までに電波利用の質・量が爆発的に拡大し、トラヒックは200倍以上に

○電波利用の成長・発展 • スマートフォンなど端末の多様化により様々な新サービス・新ビジネスが普及し、ユーザーの利便性が向上

• AV機器、ゲーム機などのデジタル家電のワイヤレスネットワーク接続が増加

• 携帯電話の普及により、誰でも簡単にネットワークにつながる時代

電波を取り巻く環境の変化

○トラヒックの増大

周波数割当の現状 予想される周波数需要

800MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯、
2GHz帯、2.5GHz帯 → 合計500MHz幅
800MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯、
2GHz帯、2.5GHz帯 → 合計500MHz幅

2020年において現在の200倍以上と予想される携帯電話等のトラヒッ
ク増に対応するため、相当規模の周波数の確保が必要。
2020年において現在の200倍以上と予想される携帯電話等のトラヒッ
ク増に対応するため、相当規模の周波数の確保が必要。

移動通信システムで今後予想される周波数需要

世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境を実現するため、携帯電話等のモバイルブロードバンドの利用状況や標準化など国際的な動向を
踏まえ、ワイヤレスブロードバンド向け周波数の確保のための方策を検討。

また、米国連邦通信委員会（FCC）は、2010年3月に議会に提出した『国家ブロードバンド計画』において、ワイヤレスブロードバンドは今後10年間にわたって米
国のイノベーションにとって重要な土台となるとして、モバイルブロードバンド向けに新たな周波数を確保する勧告を提示。

→ 今後10年間で500MHz幅をモバイルブロードバンド向けに新たに確保

我が国における世界最先端のワイヤレスブロードバンド社会の構築
に向けた検討

○ホワイトスペースの利活用 • ホワイトスペースを地域コミュニティの情報発信手段などに活用し、魅力あるまちづくりや地域雇用の創出など地域の活性化を

促進

○ 「光の道」構想（2015年頃を目途にすべての世帯におけるブロードバンド利用の実現を目標）の実現に向けた推進方策について、
「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース」にて検討を実施。

→ ICT利活用基盤の整備においては、多様なブロードバンド手段を確保する観点から、無線ブロードバンド通信システムについて、必要な周波
数の確保が検討課題。
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≪2015年までの目標≫ 移動通信システムやセンサーネットワークシステムについて、５ＧＨｚ帯以下の帯域で、300MHz幅を超える周波数を新たに
確保するほか、ブロードバンド環境の充実等を図るための周波数を確保。

≪2020年までの目標≫ 第４世代移動通信システムの導入や航空機、船舶、鉄道等のブロードバンド環境の整備等を図るため、1500MHz幅を超え
る周波数を確保。

２ ワイヤレスブロードバンド実現に向けた周波数確保 -具体的目標の下でのスピード感ある周波数の確保-

① ３つの視点を総合的に判断して、電波利用の成長・発展が最も効果的となるよう周波数確保を推進。

② 技術革新に的確に対応して周波数全体の一層の有効利用を図るため、周波数再編を実施。

新サービス創出等による経済成長 利用者利便の増進 国際競争力の強化

１ 今後の電波利用の展望

サービスの多様化・高度化

トラヒックの増大

ホワイトスペースの利活用

スマートフォン、デジタル家電、電子書籍等の利用拡大

10年間で約200倍の増大が予想。直近3ヶ月間で13％以上増加

「ホワイトスペース特区」の創設・実証実験開始 等

更なる高速・大容量化

ワイヤレスブロードバンド環境の充実

センサーネットワーク等の実現

放送のデジタル化の進展

LTE、IMT-Advanced、IEEE802.16mの高度化システムの導入 等

家庭内、列車内、航空機内のワイヤレスブロードバンド化 等

スマートメーター、ITS、医療機器の新たな利用拡大 等

スーパーHDTV、エリアワンセグ、中継システムの高度化 等

電波を取り巻く
環境の変化

電波利用の
成長・発展の

方向性

2015/2020年に向けた周波数確保の目標

「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまとめ【概要】
～ワイヤレスブロードバンド実現に向けた周波数再編アクションプラン～

基本的考え方

（参考） 米国連邦通信委員会（FCC）は、2010年3月に議会提出した『国家ブロードバンド計画』において、今後10年間で500MHz幅をモバイルブロードバンド向けに新た
に確保することを求める勧告を公表。

15
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（１）移動通信システムの高速・大容量化への対応

700/900MHz帯・・・周波数の割当方針を早急に策定≪最大100MHz幅≫

1.7GHz帯・・・携帯電話用周波数の追加割当て≪10MHz幅≫

2.5GHz帯・・・BWA（広帯域移動アクセスシステム）の高度化≪最大30MHz幅≫

3-4GHz帯・・・第４世代移動通信システム(IMT-Advanced)用周波数≪200MHz幅≫ 

（２）ブロードバンド環境の充実

60GHz帯・・・家庭・オフィスでのブロードバンド環境を整備≪２GHz幅≫

400MHz帯・・・列車無線等のブロードバンド化≪3MHz幅程度に拡大≫

（３）センサーシステムの導入

①スマートメータ等の導入

900MHz帯・・・早急に900MHz帯の再編スケジュールを確定して実施≪５MHz幅≫

280MHz帯・・・広域エリアカバー用≪５MHz幅≫

②自動車交通の安全性向上

700MHz帯・・・ITSについて、700MHz帯の周波数割当案の検討状況を踏まえつつ、早期に割当て≪10MHz幅≫

79GHz帯・・・高分解能レーダの実用化≪４GHz幅≫

③医療・ヘルスケア分野への利用

400MHz帯・・・バイタルデータの収集システム等国際標準化動向を踏まえた新たな医療システムの導入≪10MHz幅程度≫ 

（４）ホワイトスペースの活用による新たなサービス等の展開

（５）放送システムの高度化への対応

2015年/2020年に向けた周波数確保の基本方針
2015年を目標として確保すべき周波数帯

（１）移動通信システムの高度・大容量化への対応

３－４ＧＨｚ帯・・・第4世代移動通信システム(IMT-Advanced)用周波数≪1.1GHz幅程度≫

（２）ブロードバンド環境の充実

40GHz帯・・・航空機、船舶、鉄道のブロードバンド利用環境の整備≪1.2GHz幅程度≫

※その他 、スマートメーター等の利用拡大への対応、スーパーハイビジョンの衛星放送による試験放送の実施に向けての周波数確保等

2020年を目標として確保すべき周波数帯
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１．700/900MHz帯の周波数再編を推進

周波数再編アクションプラン平成23年度改定版 主なポイント

710 715 725 730 770 806 815 830 845 860 875 890 915 950 958

820 840 860 880 900 920 940800760 960740720
(MHz)

710

MCA MCA
ITS地デジ

電子
タグ

780

KDDI(au)

NTTドコモ

FPU / 特定ラジオマイク

ｱﾅﾛｸﾞｱﾅﾛｸﾞ

700MHz帯携帯無線通信システム
（710～806MHz）

・携帯無線通信システムの技術的検討を進めとともに、携帯無線通信システムの導入に当たっては、平成23年５月26日に成立した
電波法の一部を改正する法律（平成23年法律第60号）に基づき、迅速かつ円滑な周波数移行を進める。

800MHz帯FPU
（770～806MHz）

・800MHz帯FPUの移行先の周波数帯候補を1.2GHz帯又は2.3GHz帯として、周波数移行に関する技術的検討を進めるなど周波数
移行に向けた検討・作業を実施する。

特定ラジオマイク
（770～806MHz）

・特定ラジオマイクの移行先の周波数帯候補を、地上テレビジョン放送用周波数帯のホワイトスペース又は1.2GHz帯として、周波
数移行に関する技術的検討を進めるなど周波数移行に向けた検討・作業を実施する。

ＩＴＳ（710～770MHzの周波数帯のう
ち10MHz幅）

・交差点等における交通事故を削減するための安全運転支援システムの実現に向け、車載器同士や車載器と路側機間で自車の
位置や速度情報等を送受信する車車間通信・路車間通信の導入に必要となる技術基準を平成23年度中に策定する。

900MHz帯携帯無線通信システム
（900～960MHz）

・平成24年7月25日から携帯無線通信システムを導入できるよう平成23年中に制度整備を行う。なお、携帯無線通信システムの導
入に当たっては、平成23年５月26日に成立した電波法の一部を改正する法律（平成23年法律第60号）に基づき、迅速かつ円滑な
周波数移行を進める。

800MHz帯MCA陸上移動通信（850
～860MHz及び905～915MHz）

・MCA陸上移動通信システムの移動局側周波数の移行（905～915MHzから930～940MHz）を平成24年7月25日 から開始できるよ
う、平成23年中に当該周波数帯における技術基準及び具体的な移行計画の策定や移行作業体制の構築など環境整備を行う。ま
た、最終移行期限については、平成30年3月31日までとする。

パーソナル無線
（903～905MHz）

・平成24年から当該周波数帯に携帯無線通信システムを導入する予定であること、また、パーソナル無線（900MHz帯簡易無線局）
の無線局数は減少しつつあり、代替システムとなる400MHz帯に登録局によるデジタル簡易無線局が制度整備されたことを踏まえ、
パーソナル無線の最終使用期限を平成27年11月30日とする。

950MHz帯電子タグシステム
（950～958MHz）

・920MHz帯（915～928MHz）への周波数移行（スマートメーター等のセンサーネットワークシステムの需要を踏まえて5MHz幅程度の
周波数拡大を実現する。）を図る。このため、平成24年7月25日 から周波数移行を開始できるよう、平成23年中に当該周波数帯に
おける技術基準及び具体的な移行計画の策定や移行作業体制の構築など環境整備を実施する。また、最終移行期限については、
平成30年3月31日までとする。

950MHz帯音声STL/TTL
（958～960MHz）

・900MHz帯携帯無線通信システムの本格的な導入が行われることを踏まえ、また、現行の利用状況や無線局の免許の有効期限を
考慮し、平成27年11月30日までに、Mバンド（6570～6870MHz）又はNバンド（7425～7750MHz）の周波数に移行する。ただし、Mバ
ンド又はNバンドへの移行が困難な場合は、60MHz帯及び160MHz帯へ周波数の移行を図る。

音声
STL/TTL

ラジオマイク
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2．割当周波数・使用地域の拡大を推進
（１）1.7GHz帯携帯無線通信の周波数・使用地域の拡大

（２）ＢＷＡの高度化・周波数の拡大

3．新たな周波数の活用を促進

周波数再編アクションプラン平成23年度改定版 主なポイント

1.7GHz帯携帯無線通信シ
ステム

・周波数需要に対応するため、平成24年中に10MHz幅（1744.9～1749.9MHz／1839.9～1844.9MHz）を確保できるよう調整を進める。
また、現在、東名阪地域に限定されている周波数帯域（1764.9～1784.9MHz／1859.9～1879.9MHz）について、使用可能地域の拡大
について検討する。

1749.9

PHS

1764.9 1784.9 1844.9 1859.9 1879.9 1884.5 1919.61744.9 1839.9 1915.7

公共業務用

（東名阪以外）

（東 名 阪）

広帯域移動無線アクセスシ
ステム（BWA）

・BWAの更なる高度化及び周波数の拡大(2625～2655MHz）のための技術基準を平成24年中に策定する。

NTTドコモ

イー・アクセス

地域
WiMAX

2545 26252575 2595

2592

2655

2582

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

ミリ波帯列車、航空用無線
システム

列車、航空用無線の高度化、ブロードバンド化のための周波数帯としては、研究開発や利用動向を踏まえつつ40GHz帯を候補として技術
的検討を進めており、その検討結果を踏まえ、平成25年度中に技術基準を策定する。

80GHz帯高速無線伝送シ
ステム

80GHz帯の電波を利用し、特定の地点間においてギガビット級の伝送が可能で、光ケーブルの補間としての利用や圧縮を行わない高精
細映像の伝送が可能な高速無線伝送システムについて、平成23年度中に制度整備を行う。

120GHz帯超高精細映像伝
送システム

平成22年度に実施された次世代放送システムのための周波数共用技術等に関する検討等の結果を踏まえ、120GHz帯を利用した超高精
細映像を伝送可能なシステムの導入のため平成24年中に技術基準の策定などの制度整備を行う。

ホワイトスペースの活用

・地上テレビジョン放送用周波数帯のホワイトスペースを利用したエリアワンセグ放送システムの実現に向け、平成23年度中に環境整備を
行う。
・200MHz帯（170～202.5MHz）においては、公共ブロードバンド移動通信システムの運用を確保しつつ、そのホワイトスペースに他のシス
テムを導入することで平常時における多様な利用を促進し、周波数利用効率を高めるため、技術的検討を進める。
・UHF帯（地上テレビジョン放送用周波数帯）のホワイトスペースにおいて、高度化したエリアワンセグシステム及びセンサーネットワークの
実用化が可能となるよう、必要な無線設備の技術的条件や既存無線局との周波数共用条件等を検討する。

Wireless City Planning
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３．新たな電波の有効利用へ
（ホワイトスペースの活用への期待）



（局数）
（平成23年9月末時点）

主要な無線局の局数（包括無線局を除く）

ホワイトスペースの活用可能性

（局数）

放送局の局数

地域によって、また、無線局の種類によって、無線局の設置状況は異なっている。この状況を活かして、地域など局所的に電波を有効利用できる
ことができないか？

ホワイトスペースの活用可能性の議論へ

• 携帯電話や無線LANを利用したリッチコンテンツの流通や利用が増大

• 2020年までに電波利用の質・量が爆発的に拡大し、トラヒックは200倍以上に

○電波利用の成長・発展 • スマートフォンなど端末の多様化により様々な新サービス・新ビジネスが普及し、ユーザーの利便性が向上

• AV機器、ゲーム機などのデジタル家電のワイヤレスネットワーク接続が増加

• 携帯電話の普及により、誰でも簡単にネットワークにつながる時代

電波を取り巻く環境の変化

○トラヒックの増大

周波数需要はますます増加、電波の有効利用の重要性は高まる一途
→ 電波の利用実態に注目

（例）無線局の設置状況
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1,200,000

1,400,000

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

放送局

陸上移動局（包括無線局を除く）

基地局

その他の局

1,000

2,000

3,000

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄



ホワイトスペースとは

放送用などある目的のために割り当てられているが、地理的条件や技術的条件によって他の
目的にも利用可能な周波数。

「ホワイトスペース」とは

他の目的に
使用可能

特定の目的で
使用している

特定の目的で使用している

13      16   17 18  19   20   21         27  28  29 30 31   32 42 43   44 45        52

福山のチャンネル割当て

全国のデジタル放送用チャンネル

（例）

○ 各地域ごとに、その地域で放送用に使用されていないチャンネルがあ
る。

○ ただし、その地域においてホワイトスペースであるチャンネルを用いても、
既存事業者に影響を与える場合があるため、より精査が必要。
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○ ホワイトスペースはどのような活用が期待されているのか？

 総務省では、2009年12月11日から2010年１月12日にかけて、

ホワイトスペースの活用方策等について広く提案募集を実施。

 この結果、 100件以上の提案。

エリアワンセグなどを活用した提案が多数。魅力あるまちづくり

や地域雇用の創出などの社会的効果、経済的効果が期待され

ている。

これらの中から、ビジネスとしての確立可能性や地域活性化

などの効果の観点から17者を選定し、公開ヒアリングを実施。

ホワイトスペース活用への期待 22



（１）ホワイトスペースの活用モデルに関する提案

（２）提案内容の実現に向けて検討すべき課題等に関する意見

○ 既存の利用システムとの混信防止措置を担保できる仕組みが必要。
○ 既存システムとの干渉が起こらないことを実証実験で確認し、その結果から技術基準等の策定を行うことが必要。
○ コグニティブ無線技術など周波数共用技術の研究開発・実証実験が必要。
○ 単に技術的側面の検証だけではなく経済的効果・社会的効果の観点からのビジネスモデルの構築が必要。
○ 現在あるいは将来の放送利用を踏まえた検討が必要。 等

場所による分類 ①お祭りなどのイベント、②美術館・博物館・映画館、③スポーツ施設や遊園地などの特定施設、④バスなどの交通
機関、⑤家庭内・オフィス内、⑥地下街、⑦大学、⑧商店街 等

サービスによる分類 ①地域コミュニティ向け情報提供サービス、②災害・防災・被災地情報、③観光、④特定エリアにおけるネットワーク
構築、⑤ＣＡＴＶ網を利用した地域ワンセグ、⑥公共ブロードバンドにおける異種利用、⑦スーパーハイビジョン、⑧
音楽・ファッション・芸術などのタウンメディア、⑨家庭内ブロードバンド、⑩ＦＭラジオ、⑪通信用ブロードバンド、⑫
広告サービス、⑬放送用ＦＰＵ等、⑭環境サービス、⑮紙メディアのデジタル配信 等

○ 提案されたホワイトスペース活用モデル例

○ 提案された電波利用システム例

エリアワンセグ型（97件） 広く普及しているワンセグ対応携帯電話等で多彩なワンセグサービスを受信するもの

デジタルサイネージ型（13件） 店舗などに設置したディスプレイにタイムリーに映像や情報を配信するもの

通信ネットワーク型（17件） センサーネットワークによる自営無線回線網を構築し、双方向通信を実現するもの

高速なワイヤレスブロードバンドや情報機器間のワイヤレス利用を実現するもの

通信・放送併用型（7件） 通信型サービス（広告や課金情報の配信等）と放送型サービス（行政情報提供サービス等）が融合したもの

新技術活用型（8件） コグニティブ無線技術など新たな周波数共用技術やスーパーハイビジョンなど新たな電波利用技術の活用

を図るもの

ホワイトスペースの活用方策等に関する提案募集の結果（概要） 23



イベント

スポーツ競技施設・遊園地

交通機関

美術館・博物館・映画館

家庭・オフィス内

地下街

大学

商店街

ホワイトスペースの活用モデル提案概要（場所）

イベント会場限定のコンテンツを配信 交通ターミナル（駅やバス停）で広告や
独自コンテンツを配信

スポーツ競技場で、独自コンテンツや
実況中継の配信

美術館で展示品を紹介する映像・情報を
配信

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[ 電話 ]●●●●●●●●●●●●

お得なクーポン
バーゲン情報

リアルタイムな広告や価格情報を送信

ホームネットワーク、広帯域をカバーする無線ＬＡＮや
医療・ヘルスケアなど小電力通信システムの導入

・大学を拠点とし、近隣の住民の情報ネット
ワークを構築

・大学キャンパス内で授業、学内のイベント
情報を配信

地下空間においても、災害及び緊急時の
情報や地域情報など有益な情報を伝達

地下街で地震発生地下街で地震発生地震速報
避難情報

実況中継

運行情報
空港周辺の情報
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一般家庭の太陽電池

地域コミュニティ向け
情報提供サービス

災害、防災、被災地情報

特定エリアにおけるネットワーク構築 音楽、ファッション、芸術等のタウンメディア

スーパーハイビジョン

環境サービス

通信用ブロードバンド

ホワイトスペースの活用モデル提案概要（サービス）

紙メディアのデジタル配信

自治体

観光

旅行者に対し、観光スポットやイベント
情報を配信

観光案内所

音楽、芸術、ファッション等の分野における
創作活動・市民活動の映像を配信地域のタウン情報や行政紹介、医療情

報、子育て支援などコミュニティ向けの情報
を提供

・災害、事故の発生時に緊急放送
・会員に対する安否情報の配信

観光スポット

道路情報や土壌情報などを獲得するセン
サネットワークを構築

ブロードバンド通信の提供

エネルギーグリッドと情報グリッドの統合により
地産地消エネルギーの実現に寄与

電子チラシや新聞紙面データを配信

再生可能エネルギー
CATV局

ＦＭラジオ

放送ＦＰＵ

スーパーハイビジョンシ
アター

スーパーハイビジョンを活用したシアターや
パブリックビューを展開

スーパーハイビジョン
パブリックビュー

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[ 電話 ]●●●●●●●●●●●●

家庭内ブロードバンド

広告サービス

25



小売・サービス売上げの
増加

ホワイトスペース
関連市場
※市場データは2008年のもの

期待される経済的効果・社会的効果

モバイルコマース市場
8,689億円（対前年比119%増加）

モバイル広告市場
913億円（対前年比39%増加）

モバイルコンテンツ市場
4,835億円（対前年比113%増加）

大型ディスプレイ市場
デジタルサイネージ市場は560億円

電子デバイス市場
（i-Pad, 任天堂DSなど）

商店街
全国約12万店舗

（東京ドーム 個分）

地下街
延床面積110万㎡

（東京ドーム24個分）空港
全国98カ所

駅
全国約1万カ所

観光スポット

（延べ宿泊者数）

観光スポット
約2.9億人/年

（延べ宿泊者数） 遊園地
全国約200カ所

イベント
4.4億人/年

（観戦観劇などの
延べ人数）

全国約 万カ所

スポーツ
施設

全国約24万カ所

大学
全国約1,200カ所

（公民館数）

地域
コミュニティ
全国約1.7万カ所

（公民館数）

紙メディア

全国約 カ所

SA, PA,
道の駅

全国約1,800カ所

利用客 日

鉄道
利用客6,300万人/日

学校
全国約3.9万カ所

（小中高）

携帯端末市場
（エリアワンセグ対応など）

携帯電話販売金額1.58兆円

災害現場

家庭
約4,900万世帯

 会場の混雑状況、イ
ベント情報の配信

 地域の特産品をe-commerceで
購入
 販促活動に寄与

 チラシや新聞情報を
データ配信

 到着地の案内情報の配信

 旅行者に対するリアル情報の配
信

 地域のタウン情報や行政情報の提
供
 緊急情報の配信

 ニュース、天気予報、広
告コンテンツの配信

 近隣住人とのネット
ワーク構築

 会場限定コンテンツの
配信

環境負荷の

軽減 教育機会の

公平

観光産業の

振興

安心・安全の

確保

地域の

絆の再生

地域の

ブランド化

新サービスの

登場

博物館
全国約1,200カ所
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４．海外におけるホワイトスペース活用への取組



コグニティブ無線技術などホワイトスペースの活用を可能とさせる新たな無線通信技術についても、

諸外国において研究開発等が行われている状況。

（１）米国における研究開発

・ 国防高等研究所において軍用ソフトウェア無線技術の開発を目指すDARPA XG計画が実施。

（２）欧州における研究開発

・ 欧州委員会の研究開発プロジェクトにおいて、コグニティブ無線技術やソフトウェア無線技術を

含む未来の無線システムの構想検討や研究開発が実施。

（３）標準化動向

・ IEEE等において、コグニティブ無線技術に関する標準化活動が進行中。

ホワイトスペースの活用に向けた諸外国の取組状況

ホワイトスペースの活用については、特に米国が積極的に取組。

具体的には、米国連邦通信委員会（FCC）は、

○ 2002年からホワイトスペース開放について検討を開始し、制度化に向けて意見募集や検証実験を実施。

○ これらを経て、2008年11月、ホワイトスペースの利用を認める命令を採択。

○ 2009年10月には、技術検証の一環としてフィールド実験を実施。

○ 2010年9月、フィールド実証実験の結果などを踏まえ、ホワイトスペース利用ルールを修正。

○ 2011年1月、FCCはホワイトスペースデータベース管理者9社を決定

○ 2011年8月、FCCは10社目のホワイトスペースデータベース管理者を決定

○ 2011年9月、データベスの試験運用を開始

１．制度的取組

２．技術的取組
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ホワイトスペースの活用に関する日米欧の取組状況

日本 米国 欧州

検討背景

 地域的に利用可能というホワイトス
ペースの特性に着目し、これを地域コ
ミュニティの情報発信手段などに活用
し、地域活性化につなげていくことが
期待されていることから、2009年12月、

検討チームを設置。
 検討チームにおいて、ホワイトスペー
スの活用モデルやその実現に向けた
課題等について検討。

 モバイル・ブロードバンド環境が全国的
に整備できていない現状を踏まえ、
MicrosoftやIntelなどIT系大手企業が、
TVホワイトスペースのブロードバンド通信
への開放をFCCに要望。
 2002年からFCCで検討を開始し、意見
募集や検証実験を経て、2008年11月に
ホワイトスペースの利用を認めるOrder
を採択。
 2009年10月からフィールド実験を開始。
 2010年9月、ホワイトスペース利用に関
するルールを修正。
 2011年1月、データベース管理者を任
命。

 2008年6月、CEPTはTVホワイトス
ペース利用に関するレポートを公表。

→ コグニティブ無線機器の使用を判断

するには時期尚早とし、いかなる機器も
非干渉／非保護の原則の中で使われ
るべきとしている。
 一方、ホワイトスペースの活用を含む

周波数の共用に関する技術の研究開
発は、欧州の重要プロジェクトの１つと
して位置づけ。
 英国はTVホワイトスペースの利用に
積極的。（現在は、周波数再編に伴い、
改めて検討中。）

期待される
活用展開

放送型のような一方向サービスが主流
 エリアワンセグやデジタルサイネージを活
用した一方向サービスへの期待が大きい。
 家庭内、オフィス内ブロードバンドなど双方
向サービスの提案もあるが、研究開発などを
経た将来的なサービスとして期待されている。

双方向サービスが主流
 部屋やフロアを越えた家庭内ネットワーク（無
線LANよりも広域で利用可能なネットワーク）
 コミュニティ・エリア・ネットワーク（ブロードバン
ドの行き届いていない山間僻地などにくまなく
ブロードバンド環境を提供） 等

研究開発が主流
 欧州委員会の研究開発プロジェクトにおい
て、コグニティブ無線技術やソフトウェア無線
技術を含む未来の無線システムの構想検討
や研究開発が実施。

検討の方向性

ホワイトスペースの活用モデルについて、
 短期的に導入可能と考えられるもの
 中長期的な検討を要するもの

に分類し、想定される制度的・技術的な
課題やビジネス展開に向けた課題等を
検討。

 データベースの試験運用により、サー
ビスの実用化に向けた検証を実施。

 周波数の共用については、制度的な
枠組みの整備が必要と認識。
 まずは、技術的な検討が必要であり、
国際的な標準化活動などに貢献してい
くことが重要。
 TVホワイトスペースの活用は、技術
動向などを踏まえたうえで検討。

ホワイトスペースを地域活性化や新たなビジネスの創出など
国民の利便性向上につなげていくというスタンスは共通。

29



５．ホワイトスペース特区の創設



ホワイトスペース活用の実現に向けて

・ ホワイトスペースの活用方策等に関する提案募集の実施

主にエリアワンセグやデジタルサイネージを活用したもので、魅力あるまちづくりや地域雇用の創出などの社会的効果、経

済的効果が期待される多数の提案。

また、ホワイトスペースを活用したサービスのビジネス展開の可能性があるものについては、早期に実施させ、制度化などへ

の反映につなげていくことの有意性を認識。

・ 技術動向調査の実施や国際シンポジウムの開催

ホワイトスペースの活用を高度化するようなコグニティブ無線技術など新たな無線技術に関する研究開発や標準化に関する

取組が国際的に活発化していること、また、諸外国においても、ホワイトスペース活用の実用化に向けた検討が進められてい

ることを確認。

・ 電波の利用状況の実地調査の実施

より精査な調査が必要であるものの、現時点でも全国的に相当の地域において1～2チャンネル程度の利用可能なホワイトス

ペースの存在可能性が判明。

 ホワイトスペース活用モデルの推進シナリオの策定 → 2012年までに全国展開

 「ホワイトスペース特区」の創設 → 制度化への反映やビジネス展開を促進

 制度的課題、技術的課題の解決に向けた取組 → ルールつくり、研究開発を促進

これまでの取組

地域コミュニティの情報発信手段などにホワイトスペースを活用することによって地域活性化や新産業の創出を実
現し、我が国の経済成長につなげていくことを目指す。

ホワイトスペース活用の実現のためのロードマップの策定
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ホワイトスペースを活用した電波利用モデルを以下の2つに分類し、それぞれ実現に向けて想定される
課題を踏まえ、推進シナリオを策定。

短期的に導入可能なものについては、2012年までに全国展開を目指す。

 短期的に導入可能と考えられるもの → ワンセグ活用型
 中長期的な検討を要するもの → 通信ネットワーク型、新技術活用型

ホワイトスペースを活用した電波利用モデル

ホワイトスペース活用モデルの推進シナリオ

制度化

2010年7月 2015年 ･･･

ホワイトスペース特区 全国展開

ワンセグ活用型

新技術活用型

・コグニティブ無線技術
・スーパーハイビジョン など

研究開発 実証実験

通信
ネットワーク型

制度化研究開発 実証実験

高度化システムの制度化

研究開発 実証実験

2012年
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ホワイトスペースを活用したシステムについて、研究開発や実証実験を実施し、システムの実現に向けた制度化への反映や
ビジネス展開の促進を図るための「ホワイトスペース特区」を創設。

「ホワイトスペース特区」の創設によって、ホワイトスペースの活用による新産業の創出や地域の活性化など成功事例を全
国的に展開し、我が国の経済成長につなげていくことを目指す。

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[ 電話 ]●●●●●●●●●●●●

旅行者に対し、観光スポットやイベント情報を配信

駅、バス停、空港、地下鉄など交通機関において、
そのエリアに適した各種情報や広告を配信。

スポーツ交流を活かした情報サービスを提供
商店街などでリアルタイムな広告や価格情報を送信

地域のタウン情報や行政紹介、医療情報、子育て
支援などコミュニティ向けの情報を提供

タウン情報

子育て情報

リアルタイム
広告情報

風力発電 水力発電 太陽光発電

エネルギーの適切な需給制御を行うエネルギー地産
地消モデルを確立

オフィス 家庭
電気自動車

エネルギー
需給制御システム

観光情報

イベント情報

特定エリアにおけるネットワーク構築（土壌特性や気象時報等
を獲得するセンサーネットワークなど）

センサー
ネットワーク

◆ 全国各地に「ホワイトスペース特区」を展開
ホワイトスペース等を活用した市民メディアの全国展開へ

大学キャンパス内で授業、学内
のイベント情報を配信

「ホワイトスペース特区」の創設

・災害、事故の発生時に緊急放送
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 地域によってホワイトスペースとして利用可能な電波条件（周波数、既存事業者との混信可能性な
ど）が異なることから、地域ごとに関係者等との調整を踏まえ、検証することが必要。
 地域の自然や産業などの特性を活かしたビジネス展開（地域の『ブランド化』）を図り、地域活性化
などの起爆剤として期待。

ホワイトスペースを活用したサービスの特徴

「ホワイトスペース特区」について

それぞれの地域におけるホワイトスペースを活用したサービスやシステムの実現を目指して、研究開発や実証
実験を実施し、実現に向けた制度化への反映やビジネス展開の促進を図るため、「ホワイトスペース特区」を創設。

＜基本理念＞

① 民間事業者や地方公共団体などの提案者の自発性や創意工夫を最大限尊重する。

② 地域活性化や新産業創出など国民の利便性向上につながるようなホワイトスペース活用の実現を目指す。

③ 原則として、2012年までの制度化を目指す。（ただし、研究開発などは除く。）

④ 成果については、定期的に評価を行う。

⑤ 研究開発等の実施にあたっては、国による財政支援も検討する。
しかし、自律的運営を促す観点から、継続的に必要な経費については、提案者の自助努力での対応とする。

⑥ 多様なサービスやシステムの実現や既存事業者への配慮から、エリアなど一定の基準を設け、その中で可
能な限り幅広く選定する。

⑦ 広く全国での設置を目指す。 → 各都道府県で少なくとも１カ所設置することを目標とする。

「ホワイトスペース特区」の創設
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 「ホワイトスペース特区」の選定にあたっては、提案機会の均等性を担保する観点から、公募による提案募
集を行うとともに、手続の公平性及び透明性を担保する観点から、「ホワイトスペース推進会議」において、一
定の選定基準に基づき行う。

 しかし、ホワイトスペース活用への期待や関心を全国的に高める趣旨から、以下については、「ホワイトス
ペース特区」の先行モデルとして位置づけ、本年夏から研究開発や実証実験に向けた検討を行ったところ。※

※ 「ホワイトスペース特区」の先行モデルについては、ホワイトスペースの活用方策等に関する提案募集の提案者から選出し、
公開ヒアリングを経て決定。

 なお、ホワイトスペース活用の実現やその高度化を目指した研究開発を行うものとして国から財政支援を
受けるものについても、「ホワイトスペース特区」として扱う。

「ホワイトスペース特区」の選定

「ホワイトスペース特区」先行モデル

先行モデル対象者 実施内容 場所

株式会社 湘南ベルマーレ ワンセグによるスポーツ映像等の配信 神奈川県平塚市（平塚競技場、商店街等）

株式会社 TBSテレビ 赤坂サカス放送プロジェクト 赤坂サカス（東京都港区）

株式会社 トマデジ ICT-Transport連携サービス 鹿児島中央駅及び周辺観光地

日本空港ビルデング株式会社 空港連携ワンセグ・サービス 羽田空港

株式会社 デジタルメディアプロ 地下空間におけるマルチメディア放送局 東京メトロ・東急 表参道～二子玉川 等

兵庫県地域メディア実験協議会 エリアワンセグを活用した地域限定放送局 神戸市長田区

宮城県栗原市 エリアワンセグによる災害情報等の配信 栗原市（市役所、公民館等）

YRP研究開発推進協会 エリアワンセグによる地域情報等の配信 神奈川県横須賀市（YRP地域）

社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 CATV網を活用した地域ワンセグ放送 愛媛県新居浜市（（株）ハートネットワーク）

日本放送協会
スーパーハイビジョンの実験 世田谷区砧（NHK放送技術研究所）

エリアワンセグを活用した被災地情報の配信 名古屋市付近
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ホワイトスペース活用を2012年までに全国展開へ

ホワイトスペース活用の実現に向けた推進方策

既存システム等との
混信防止措置の担保

● コグニティブ無線技術やマルチセグメント技術などホワ

イトスペース活用の高度化を目指した研究開発やシステ

ム実証の実施。

● 新たな無線システムの実用化に向け、ホワイトスペース

を活用した研究開発の推進。

● 研究開発や実証実験などの結果の制度化への反映。

● 国際標準化活動への貢献。

研究開発の促進

● 技術基準適合証明制度の活用など手続の簡素化を

視野に入れた検討。

● チャンネルスペースマップの策定及び公表。

● 各地域のニーズに応じた柔軟な運用に対応するため

の体制整備。

ホワイトスペース活用の展開に
向けたルールつくり

● 関係事業者から構成し、ホワイトスペース活用の全国

展開を目指す「ホワイトスペース推進会議」を設立。

● 推進会議では、各地域の特性に応じたホワイトスペー

ス活用の展開を目指すため、その地域の関係事業者

による取組を促進。

「ホワイトスペース特区」
の創設

ビジネス展開の加速化

● 無線通信技術の研究開発動向などを踏まえ、当面は、

一定の免許制の下でのホワイトスペース利用。

● 円滑なホワイトスペース活用の導入の観点から、二次

的な利用による展開が必要。

● 実証実験などの結果を踏まえた技術基準などの策定。
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 既存システム等と
の混信を防止するた
めの環境整備を推
進。

 ホワイトスペース
活用の全国展開に向
けたルールつくりを
促進。

等

ホワイトスペース推進会議の設立

有識者や「ホワイトスペース特区」選定者等が参加し、ホワイトスペース活用の全国展開を目指す『ホワイトスペース推進会議』を
平成22年9月10日に設立。併せて、ホワイトスペース特区を公募。

体制図（イメージ）
事務局：総務省電波政策課

選定・評価

応募・報告

「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」（座長：土居範久 中央大学教授）の
構成員をメンバーとして構成。

【主な活動例】

・ 「ホワイトスペース特区」の選定・評価
・ ホワイトスペース活用に関する全国的な普及啓発活動の実施
・ 混信防止措置やサービス提供体制の構築に関する検討への助言 等

各地域の特性を活かしたホワイトスペース活用の実現に向けて、実証実験などを実
施。
先行モデルは、（株）湘南ベルマーレ、（株）TBS、（株）トマデジ、日本空港ビルデング
（株）、（株）デジタルメディアプロ、兵庫県、宮城県栗原市、YRP研究開発推進協会、
（社）日本ケーブルテレビ連盟、日本放送協会。

【主な活動例】
・ アプリケーション開発やシステム実証等に関する実証実験の実施
・ 混信防止の観点からの関係者間の事前の連絡体制の構築
・ 地域における安定的な情報配信スキームの確立 等

「ホワイトスペース特区」

意見交換

必要に応じて、各総合通信局や標準化機関・研究機関（ARIBやNICT）等と協力・連携

ホワイトスペース推進会議
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「ホワイトスペース特区」の決定「ホワイトスペース特区」の決定

 「ホワイトスペース特区」については、2010年9月に提案募集を実施。その結果、44件もの

提案が寄せられたところ。

 これらの提案について、ホワイトスペース推進会議（会長：土居範久 中央大学教授）では、

公開ヒアリングの結果等を踏まえ、以下の条件を付したうえで、2011年4月、別紙の通り、

「ホワイトスペース特区」を決定。

 なお、今般の東日本大震災の発生を受け、このような状況における情報提供手段の一つと

してホワイトスペースが活用できないかという問題意識から、 「ホワイトスペース特区」に決

定された方々には、震災など非常時における緊急情報等の配信の実証等にも努めてもらう

こととした。

１．震災など非常時における緊急情報等の配信についても、できる限り、実証を行い、その情報提供の在り
方等について検証を行うこと。

２．実証実験の進捗や結果等については、１．も含め、定期的にホワイトスペース推進会議に報告すること。

３．提案された電波の利用に係る事項（周波数、空中線電力等）や利用エリアについては、他の無線局に妨
害を与えないよう、必要に応じて変更するなど対応すること。

４．実施場所が重複する可能性のある以下の提案者については、電波の利用に係る事項や運用時間等に
ついて提案者間で予め調整を行うこと。

「ホワイトスペース特区」 決定に関する条件
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（別紙） 「ホワイトスペース特区」対象者
都道府県 実施場所 提案者 タイトル

福島県 郡山市駅前商店街とその周辺 郡山高度情報化システム研究会 郡山市民メディア実証実験

茨城県
筑波技術大学産業技術学部（つくば市） (国)筑波技術大学 エリアワンセグによる聴覚障害者向けの情報保障サービス

宍戸ヒルズカントリークラブ（笠間市） 森ビル(株) ヒルズから始める、ホワイトスペースを活用した「アート・文化」の創造と発信

埼玉県
関越自動車道 三芳パーキングエリア上り線
（入間郡三芳町）

東日本高速道路(株)
高速道路サービスエリア、パーキングエリアにおけるエリアワンセグを用いた高
速道路関連情報、地域情報等の情報配信

東京都

渋谷商店街から表参道（渋谷区） (株)ボードウォーク 音楽・エンタテイメントコンテンツを利用した「エリア・メディア」化構想

皇居周辺（千代田区） (株)JMデジタルメディア
皇居周辺地区におけるエリアワンセグ方式を利用した放送と通信の高度融合
企画の開発

秋葉原駅前周辺、中央通り周辺（千代田区） 東京ワンセグ放送(株) ワンセグを核とした秋葉原クロスメディア・プロジェクト

秋葉原（千代田区、台東区）
技術研究組合農畜産工業雇用推
進機構

秋葉原、日本橋でのサブカルチャー情報配信と地域情報の配信による地域経
済振興と観光振興計画 ※別称：アキバ系CNN計画

秋葉原（千代田区）、銀座（中央区）

ソニー(株)、ソニー企業(株)、(株)
アニマックスブロードキャスト・ジャパ
ン

タウン連携エリアワンセグ（タウンリンクプロジェクト）

六本木ヒルズ（港区）
表参道ヒルズ、ラフォーレ原宿（渋谷区）
ヴィーナスフォート（江東区）

森ビル(株) ※再掲 ヒルズから始める、ホワイトスペースを活用した「アート・文化」の創造と発信

神奈川県

専修大学、日本女子大学などキャンパス
（川崎市多摩区）

専修大学 生田キャンパス周辺エリアワンセグ情報配信サービス

みなとみらい地区（横浜市西区） (株)テレビ神奈川
新型コミュニティマルチキャスト放送を活用した「カレッジ・ワンセグ放送局」の
提案

山梨県 中央市

(株)イグナイト・ジャパン、モバイル
コア(株)、多摩大学情報社会学研
究所、特定非営利活動法人ミャン
マー総合研究所

ローカルブロードバンドによるディバイド解消と国際協力及び災害時復旧支援：
国内検証と海外展開

長野県

信州大学松本キャンパス内（松本市）
(国) 信州大学、（株）テレビ松本
ケーブルビジョン

マルチセグメントを利用した利用した緊急通報システムと大学チャンネルの構
築

諏訪広域観光圏（茅野市、諏訪市、岡谷市
等）

(株)日本総合研究所、茅野まちづ
くり研究所有限責任事業組合、
(株)ツーリズム・マーケティング研究
所、(株)ミヤプロ（全国青年印刷人
協議会）

地域ホワイトスペースを活用したｅガイドブック（観光フリーコンテンツ）配信プ
ラットフォームの構築
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（別紙） 「ホワイトスペース特区」対象者 （続き）

都道府県 実施場所 提案者 タイトル

富山県 南砺市 富山県南砺市
限界集落が点在するICT 先進地域でのホワイトスペースを活用した地域活性
化事業

岐阜県 高山市及び白川村内の観光エリア 飛騨高山ケーブルネットワーク(株)
文化・歴史 まち歩き ふれ愛タウン構築事業～世界遺産白川郷と国際観光都
市飛騨高山から発信するユビキタスネットワーク広域プロジェクト～

静岡県

浜松駅周辺（浜松市）
（株）シーポイント、(国)静岡大学工
学部、NPO法人浜松ソフト産業協会

ホワイトスペースと地域ＩＣＴ人材（はまぞうブロガー）で実現する浜松ユビキタ
スタウン事業

富士スピードウェイ周辺（駿東郡小山町、御
殿場市）

(株)東通
サーキットの集客効果向上と周辺地域への消費活動促進を目的としたエリア
放送

京都府

四条駅周辺、烏丸御池駅周辺、烏丸通り等
（京都市）

(株)エフエム京都、京セラコミュニ
ケーションシステム(株)

地域密着性・情報速報性に長けた地域新メディアの創出

京丹後市 京都府京丹後市 「極上のふるさと京丹後」エリアワンセグ放送（地域資源を観光客へ発信）

立命館大学 衣笠キャンパス（京都市北区）

立命館大学、京都市、（財）京都高
度技術研究所、（株）京都放送、リ
アライズ・モバイル・コミュニケーショ
ンズ（株）、ソフトバンクテレコム（株）

大学キャンパスにおけるワンセグ情報配信

大阪府

大阪市北区 茶屋町 (株)毎日放送
エリアフルセグ放送帯域を利用した、地域コミュニティ向けマルチコンテンツ放
送（番組とクロスメディアコンテンツの並列放送）

大阪市中央区日本橋
技術研究組合農畜産工業雇用推
進機構 ※再掲

秋葉原、日本橋でのサブカルチャー情報配信と地域情報の配信による地域経
済振興と観光振興計画 ※別名：アキバ系ＣＮＮ計画

鳥取県 米子市、鳥取市 (株)中海テレビ放送
エネルギー地産地消モデルを具現化するホワイトスペースにおける無線セン
サーネットワーク通信技術の研究開発

香川県 高松市丸亀町商店街 (株)ケーブルメディア四国
地方商店街賑わい創出のためのケーブルテレビ連携によるエリアワンセグ放
送の実証実験

宮崎県 宮崎市内 市街地、イベント会場等
宮日総合広告(株)（宮崎日日新聞
グループ）

地方新聞による総合地域メディアサービスと地域経済再生プロジェクト
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６．ホワイトスペース活用の実現に向けた取組



【これまでの取組み】

 「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」において、「ホワイトスペース活用の実現に向けた推進方策」を策定（平成22年７月）

 「ホワイトスペース推進会議」を開催（平成22年９月～）し、サービス実現に向けた検討を推進中。

【課題】ホワイトスペースの把握、既存システム等との混信防止措置、地域のニーズに応じた柔軟な運用に対応するための体制整備

 「ホワイトスペース特区」を決定し、現在35件の実証実験を選定。平成22年９月から順次開始。

【今後の取組み】

 「ホワイトスペース推進会議」に「共用検討ワーキンググループ」を設置し、利用ニーズを踏まえて、様々なシステムがホワイトス

ペースを共用するための技術、制度、運用面での方向性をまとめた「ホワイトスペース共用のための方針案」を策定（平成23年

12月目途）

 上記方針案を踏まえ、順次技術基準の策定（平成24年1月～）及びサービスの実現（平成24年4月～）

ホワイトスペース活用の実現に向けた取組み

制度化に向けたスケジュール

制
度
化

技術基準の策定などの環境整備

地上アナログ放送終了 チャンネルリパック終了

ワンセグの高度化に向けた技術的検討
ワンセグの高度化に向けた技術

基準の策定などの環境整備

制
度
化

ワンセグ
活用型

研究開発や実証実験の実施通信ネット
ワーク型

2011年度 2012年度 2013年度～

実 用 化

実 用 化

順次制度化

順次実用化

4月 4月

ホ
ワ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス
共
用
方
針
策
定
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ホワイトスペース共用検討ワーキンググループについて

ホワイトスペース推進会議ホワイトスペース推進会議

検討体制

利用ニーズや上記課題等を踏まえて、
ホワイトスペース活用の展開に向けたルールつくりが必要
利用ニーズや上記課題等を踏まえて、
ホワイトスペース活用の展開に向けたルールつくりが必要

エリア放送型システムや通信型システムなど様々な利用ニーズが提案され、将来的に利用拡大が見込まれる
中、以下のような点が課題。

 各地域においてホワイトスペースとして利用可能な周波数の把握

 既存システム等との混信防止措置の担保

 各地域のニーズに応じた柔軟な運用に対応するための体制整備 等

課題

共用検討ワーキンググループ
【主査】森川 博之（東京大学 教授）
【構成員】

エリア放送型システム、通信型システム（特定ラジオマイク、センサー
ネットワーク、災害向け通信システム等）等のホワイトスペースの利用可
能性があるシステムに関する技術的知見を有する者から主査が指名。

共用検討ワーキンググループ
【主査】森川 博之（東京大学 教授）
【構成員】

エリア放送型システム、通信型システム（特定ラジオマイク、センサー
ネットワーク、災害向け通信システム等）等のホワイトスペースの利用可
能性があるシステムに関する技術的知見を有する者から主査が指名。

様々なシステムがホワイトスペースを共用するための技術面、制度面、運用面における
方向性をまとめた「ホワイトスペース共用のための方針案」（共用方針案）を検討・策定し、

ホワイトスペース推進会議に報告

様々なシステムがホワイトスペースを共用するための技術面、制度面、運用面における
方向性をまとめた「ホワイトスペース共用のための方針案」（共用方針案）を検討・策定し、

ホワイトスペース推進会議に報告
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スケジュール（予定）

平成23年9月 共用検討ワーキンググループにおいて、ホワイトスペース共用のための検討開始

平成23年12月 ホワイトスペース共用のための共用方針案を策定し、ホワイトスペース推進会議に報告

平成24年1月 ホワイトスペース推進会議において共用方針案を決定

平成24年3月までにホワイトスペース推進会議において共用方針を策定

平成23年 平成24年 備考

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

ホワイトス
ペース

推進会議

共用検討
ワーキング
グループ

「ホワイトスペース特区」等における実証実験の実施「ホワイトスペース特区」等における実証実験の実施

ホワイトスペースの共用
に関する検討開始

▲
共用方針の策定

論
点
整
理

共用方針案中間報告

9/20

ヒ
ア
リ
ン
グ

報
告
書
案

の
作
成

議
論

ホワイトスペース共用に関する検討スケジュールについて
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（１）エリア放送型システム

エリア放送型システムについては、周波数再編アクションプラン（平成23年９月）において、 「UHF帯（地上テレビジョン
放送用周波数帯）のホワイトスペースを利用したエリアワンセグ放送システムの実現に向け、平成23年度中に環境整
備を行う。」とされているところであり、現在、情報通信審議会においてその技術的条件について検討が行われている。
※「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対対策」（平成22年9月30日閣議決定）では、「平成22年度検討開始・平成23年度措置とされている。

また、『「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針』（平成23年4月8日閣議決定）では、「平成22年度検討開始・平成23年度結論」
とされている。

エリア放送型システムの活用イメージ

ホワイトスペース活用イメージ

地域コミュニティ向け
情報提供サービス

自治体

地域のタウン情報や行政紹介、医療情報、
子育て支援などコミュニティ向けの情報を提供

観光

旅行者に対し、観光スポットや
イベント情報を配信

観光案内所

音楽、ファッション、
芸術等のタウンメディア

音楽、芸術、ファッション等
の分野における創作活動・
市民活動の映像を配信

商店街

お得なクーポン
バーゲン情報

リアルタイムな広告や価格
情報を送信

交通機関

交通ターミナル（駅やバス
停）で広告や独自コンテンツ
を配信

運行情報
空港周辺の情報

大学

・大学を拠点とし、近隣の住民の情
報ネットワークを構築

・大学キャンパス内で授業、学内の
イベント情報を配信

観光スポット

災害、防災、被災地情報

・災害、事故の発生時に緊急放送
・会員に対する安否情報の配信

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[ 電話 ]●●●●●●●●●●●●

現在、検討されている諸元
出力：１０ｍW以下
エリア：数十ｍ～数百ｍ程度
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（２）特定ラジオマイク

 周波数再編アクションプラン（平成23年９月）において、「特定ラジオマイクの移行先候補を、地上テレビジョン放送用
周波数帯のホワイトスペース又は1.2GHｚ帯として、周波数移行に関する技術的検討を進めるなど周波数移行に向け
た検討・作業を実施する」こととなっている。

一般的なシステム構成

送信機（ハンド
型）

送信機（ピンマイク
型）

カメラレコーダ装着例可搬型受信機

アンテナ

受信機

アンテナ分配器

無線局数 ２０，３５２（放送８，３８８、放送以外１１，９６４）
免許人数 ９５０（放送１４５、放送以外８０５）

免許の状況
（平成22年10月1日）

アナログ方式 デジタル方式

変調方式 FM QPSK

周波数帯
779‐788MHz（9MHz幅）,
797‐806MHz（9MHz幅）

770‐806MHz（36MHz幅）

占有周波数帯
幅（BW）

110kHz以内（標準）
250kHz以内（ステレオ）
330kHz以内（高品質）

192kHz以内（標準）
288kHz以内（高品質）

周波数間隔、
チャネル数

125kHz間隔のとき142ch 125kHz間隔のとき285ch

同時使用可能
チャネル数

20ch程度（BW110kHz）
16ch程度（BW330kHz） 70ch程度

空中線電力（伝
搬距離）

最大10mW（60m程度）
最大50mW（100‐150m程
度）

800MHz帯で
現在使用され
ているラジオマ
イクの主な技
術仕様

特定ラジオマイクは、放送番組制作やコンサート、舞台劇場、イベント会場等で用
いられる高音質型のラジオマイクで無線局免許を要するもの。

ホール等の固定された場所に備え付けて日常的に運用する固定運用と、イベント
時の施設への持ち込みや、ロケ等により移動先で運用する移動運用がある。

特定ラジオマイク利用者連盟（特ラ連）は、FPUとラジオマイク及びラジオマイク同
士の混信防止のため、運用調整を実施している。

概要
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（３） センサーネットワーク

 周波数再編アクションプラン（平成23年９月）において、 「UHF帯（地上テレビジョン放送用周波数帯）のホワ

イトスペースにおいて、高度化したエリアワンセグシステム及びセンサーネットワークシステム等の実用化が
可能となるよう、必要な無線設備の技術的条件や既存無線局との周波数共用条件等を検討する。」こととな
っている。

 センサーネットワークは、900MHz帯周波数の電子タグ等により実用化されているが、より伝送距離を延ばし
たい、伝送情報量を増大させたいなどのニーズにより、ＵＨＦ帯の利用も注目されているところ。

項目 値

出力 10mW～数100mW

占有周波数
帯幅

400kHz程度

変調方式 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM

伝送速度 100kbps～1Mbps程度

想定通信
距離

数km程度

提案されているシステム諸元の一例
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（４） 災害向け通信システム

東日本大震災を受け、災害時の通信インフラの多重化の重要性が再認識されたところ。震災時に有効に機能
し、避難情報を含む地域情報等の通信手段として重要な無線システムについて冗長性を持たせること、災害地
の情報取得等の目的から、ＵＨＦ帯の利用も注目されているところ。

・基幹系回線の回復
平常時は地域ワンセグコンテンツ編集、配信、見回り情報

、地域情報を配信するポータルサイトとして使用している無
線ＬＡＮネットワークにおいて、災害時に安否確認、警報、避
難先情報などの情報発信に活用できるよう、障害が発生して
も迂回ルートが容易に構築できるよう、ホワイトスペースを活
用。

出力数十mW程度でおよそ数百mの通信が可能。（周波数
帯幅 6MHz、伝送スピード 数Mbps程度）

・災害地の情報取得のための通信
災害時のホワイトスペース活用として、建屋内を

探索する災害ロボットの操縦や映像伝送、音声伝
送の無線ネットワークの構築

出力数百mW程度でおよそ１００X１００m2の屋内
通信が可能。（伝送スピード 十数Mbps程度）

＜提案されている活用イメージの一例＞

ホワイトスペース活用イメージ 48



ホワイトスペースの活用など新たな電波の有効利用の促進

ホワイトスペースなど
新たな電波の有効利用 環境負荷の

軽減
暮らしを守る雇用の

創出

地域の絆の再生

新たな電波の有効利用による
新産業創出

●観光情報などナビゲーションサービスをロケーションフリーで提供。

●地下鉄やバス停などの交通機関などでエリアワンセグやデジタルサイ

ネージなどにより広告やクーポン情報を配信。

●家庭内の情報伝送や家庭内機器間のデータ伝送を実現。

●臨場感あふれるスーパーハイビジョンを活用したシアターやパブリック

ビューの展開。 など

新たな電波の有効利用による
グリーンICT

●センサーネットワークによりエネルギーグリッドと情報グリッドを統合し、エ

ネルギー地産地消モデルを確立。

●河川などの自然環境を把握し、ダムなどの水利施設を制御する遠隔モ

ニタリングシステムを実現。

●紙メディアのデジタル配信によるペーパーレス化の実現。 など

自治体

観光案内所

お得なクーポン
バーゲン情報

新たな電波の有効利用による快適元気なまちづくり

●地域のタウン情報やイベント情報などコミュニティ向け情報を市役所や郵便局など地域の拠点を活用して提供。

●ショッピングモールや商店街のイベントや地域の店舗情報を提供。

●災害や事故の発生時に関連情報を緊急放送。

●大学を拠点として近隣の地域住人対象に対象エリアの活発な情報ネットワークを構築（カレッジ・ワンセグ放送局）。 など
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（参考）
ホワイトスペースを用いたシステムの利用シーン
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