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1.1 脚注からの自国の国名削除 
 議題 1.1 決議第 26（WRC-97、改）に従い、主管庁からの要求を考慮し、不要な場合

には、当該国の脚注を削除し、又は、脚注から当該国の国名を削除すること 

 
１．議題の概要  
 無線通信規則の周波数分配表を簡素化するため、主管庁からの要請により、不要とな

った国別分配について脚注又は脚注中の国名を削除するもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：不要な脚注を削除すべき、既存の脚注への国名追加は他国への影響が

合理的に評価された上で採択されるべき、及び、既存の脚注を変更するための

より明確な手続きを策定すべき等の見解について合意。 
欧 州：脚注を見直し、必要でなくなった国別脚注の削除又はその脚注からの国名の削

除を提案する主管庁を支持。 
米 国：決議第 26 の指針と、WRC 期間中における既存の脚注への国名追加を容認する

が、WRC の議題に関連しない国別脚注の新設を禁じるという WRC-2000 でと

られたアプローチに、WRC-03 も従うべき。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 必要でなくなった脚注は速やかに削除すべきと考えます。 
 なお、既存の脚注への国名追加は、他国への影響を評価した上で適否を決定すること

が望ましいと考えます。 
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1.2 短波放送の変調方式の規定の見直し 
 議題 1.2 放送業務に分配された短波帯において、音質、周波数帯域幅、回線信頼性の

間の最適な均衡を可能とする、デジタル技術を含む新たな変調技術の進展を特に考

慮し、無線通信規則脚注 5.134 条、決議第 517（WRC-97、改）、決議第 537（WRC-97）、
勧告第 515（WRC-97、改）、勧告第 517（HFBC-87）、勧告第 519（WARC-92）及

び無線通信規則付録第 11 号について、それらにより要請された研究及び措置を考

慮し、見直し、必要に応じて措置をとること 

 
１．議題の概要  
 周波数が逼迫している短波放送業務バンドにおいて、WARC-92 で追加分配された拡

張バンドも含めて、単側波帯（SSB）、その他の新変調技術の導入等に関する規定、決議

及び勧告の見直しを行うもの。見直しの対象となる無線通信規則（RR）上の規定、決議

及び勧告並びに WARC-92 拡張バンドは次のとおり。 
① 見直しの対象となる無線通信規則（RR）上の規定、決議及び勧告 
 脚注 5.134 条（WARC-92 拡張バンドの使用条件）、決議第 517（SSB 及びその他の

新変調技術の導入）、決議第 537（決議第 517 において必要とされる短波放送送信機及

び受信機の統計に関する調査）、勧告第 515（周波数効率の良い変調方式を用いた短波

放送送信機及び受信機の導入）、勧告第 517（放送業務に分配された短波帯における

SSB 発射の相対高周波混信保護比）、勧告第 519（放送業務に分配された短波帯におけ

る SSB の導入及び DSB の停止期日の繰上げ）、付録第 11 号（短波帯における DSB 方

式及び SSB 方式の規格） 
② WARC-92 拡張バンド 

5900-5950kHz 帯、7300-7350kHz 帯、9400-9500kHz 帯、11600-11650kHz 帯、

12050-12100kHz 帯、13570-13600kHz 帯、13800-13870kHz 帯、15600-15800kHz 帯、

17480-17550kHz 帯、18900-19020kHz 帯 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：短波放送へのデジタル技術の導入を支持する。 
欧 州：短波、中波及び長波帯を使用する新しいデジタル技術開発に積極的に取り組ん

でおり、短波帯へのデジタル放送導入に関して想定されるいかなるアクション

も支持する。 
米 国：短波放送へのデジタル技術の導入にあたり、関係する決議、勧告及び無線通信

規則の必要な改訂を支持する。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 短波帯へのデジタル放送の導入は、効果的・効率的な周波数利用やサービス品質向上

が期待されますが、受信機の普及状況や既存送受信機の更新の必要性を考慮し、長期的

取り組みが必要と考えます。デジタル技術導入によってアナログ放送受信が品質低下を

来たすことのないよう、混信保護基準の設定には十分留意する必要があると考えます。

WARC-92 拡張バンドの使用開始のためには、現在使用中の他業務が移行を完了するた

めの期間を確保する必要があると考えます。 
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1.3 緊急事態等に対応する公共機関用の周波数の特定 
 議題 1.3 決議第 645（WRC-2000）を考慮し、緊急事態や災害時の救援等を目的とする

公共機関のニーズに対応した将来の高度な解決策の実現のために、実現可能な範囲

でグローバル又は地域的に調和のとれた周波数帯の特定について検討すること並

びに必要に応じて規制事項を整備すること 

 
１．議題の概要  
 公共保安や大災害、緊急事態等に対応する公共機関の通信のために、無線機の国境を

越えた使用による救助活動の促進及び機器共通化による低コスト化を視野に入れ、世界

（地域）共通の周波数を特定することを検討するもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：インド・韓国をはじめ、共通周波数の特定を支持する国が多い。 
欧 州：周波数帯についての具体的な検討を進めているが、結論はまだ出ていない模様。 
米 州：共通周波数の特定の重要性を認識しているが、国により見解が異なる。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 災害時の救援のための通信システムを世界的に利用可能とすることは、緊急通信シス

テムの各国間の移動を容易化し、迅速な対応を可能とさせることから、有益と考えられ

ます。このため、候補となる周波数帯、必要な規則等については、各国における陸上移

動業務の実態を踏まえ、検討を進めるのが望ましいと考えます。 
 

災害救援通信システムの概念図 
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1.4 5091-5150MHz 帯での航空無線航行業務及び移動衛星業務フィーダリンクへ

の分配の見直し 
 議題 1.4 固定衛星業務（地球から宇宙）（非静止衛星による移動衛星業務のフィーダリ

ングに限る）による 5091-5150 MHz 帯の使用を扱う決議第 114（WRC-95）に関

する研究結果を検討すること、及び、5091-5150MHz 帯における航空無線航行業務

及び固定衛星業務への分配を見直すこと 

 
１．議題の概要  
 5091-5150MHz 帯において、他の業務に対して優先権を持つ航空無線航行業務（MLS
用：航空機用マイクロ波着陸システム）及び 2010 年以降二次業務に格下げされる非静

止衛星による移動衛星業務のフィーダリンク用固定衛星業務（地球から宇宙）への分配

の見直しについて検討するもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：将来の MLS の導入計画が未確定であり、非静止衛星を用いる移動衛星

業務のフィーダリンクの使用要求が引き続きあるため、固定衛星業務の一次分

配は、合意される延長期限まで継続する。 
欧 州：非静止衛星を用いる移動衛星業務のフィーダリンクを二次業務に格下げする期

日を 2018 年に延長。 
米 州：適当な WRC まで ITU-R の研究の終了期間を延長。（米国） 非静止衛星を用い

る移動衛星業務システムのフィーダリンクの継続運用を確保するため二次業務

に格下げする期日を 2018 年に延長。（カナダ） 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 5091-5150MHz 帯の周波数の有効利用が望ましく、航空無線システムにおける GPS
等を利用したシステムへの移行の検討状況、MLS の導入計画及び周波数要求を見極める

とともに、移動衛星業務を用いた非静止衛星システムのフィーダリンクの周波数要求に

鑑み、この帯域の有効利用方策を検討する必要があると考えます。 
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1.5 5GHz 帯での移動、固定、地球探査衛星、宇宙研究業務等への分配の見直し 
 議題 1.5 決議第 736（WRC-2000）に従い、5150-5725MHz において、移動業務、固定

業務、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務への新規又は追加の分配のために、規制

事項及び周波数要求を、ITU-R の研究結果を考慮しつつ検討すること、並びに、格

上げの観点から無線標定業務のステータスを見直すこと 

 
１．議題の概要  
 決議第 736 (WRC-2000)に基づき、次の事項について検討。 
① 無線 LAN を含む無線アクセスシステム実現のために 5150-5350MHz 及び 5470-5725 

MHz を移動業務に分配 
② 地球探査衛星（能動）及び宇宙研究（能動）業務を保護しつつ、第三地域において

5250-5350MHz を FWA（固定無線アクセス）用に固定業務に分配 
③ 5460-5570MHz を地球探査衛星（能動）及び宇宙研究（能動）業務に一次分配 
④ 5350-5650MHz における無線標定業務の一次格上げ 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：概ね各国が、既存業務との共用が可能となるなら、5150-5350MHz 及

び 5470-5725MHz 帯を無線 LAN 用に分配することを支持。また、概ね各国が

5250-5350MHz を FWA 用に分配することを支持。地球探査衛星及び宇宙研究業

務への分配並びに無線標定業務の格上げについては概ね支持。 
欧 州：5150-5350MHz 帯（屋内）及び 5470-5725MHz 帯（屋外）の無線 LAN への分

配を支持。第三地域における FWA への分配は既存業務を保護する条件で容認。

地球探査衛星及び宇宙研究業務への分配並びに無線標定業務の一次格上げを支

持。 
米 国：無線 LAN への分配に関し、5150-5350MHz の分配は支持するが、5470-5725MHz

の分配には無線標定業務保護の観点から反対、次回 WRC までの検討継続を提

案。5250-5350MHz の FWA への分配には反対。地球探査衛星及び宇宙研究業務

への分配並びに無線標定業務の一次格上げを提案。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
① 既存業務との共用が可能となるなら、無線 LAN を含む無線アクセスシステムのため

に、世界的基礎で 5150-5350MHz 及び 5470-5725MHz を移動業務に分配すべきと考

えます。 
② 5250－5350MHz に無線アクセスシステムを導入するために、第三地域において同帯

域を固定業務にも分配すべきと考えます。 
③ 5470-5725MHz において移動業務への分配が行われる場合は同業務との共用が可能

となるなら、既存業務の保護を図りつつ 5460－5570MHz を地球探査衛星業務及び宇

宙研究業務に分配することが適当と考えます。 
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無線 LAN を含む無線アクセスシステム用の周波数帯 
 

 
 
 

屋内※3

※1

ＩＳＭ等

ＩＴＳ

各種レーダ等 

屋内

移動衛星ＭＬＳ 固定マイクロ等 

屋外 

4400 52505150 5000 5350 
5725 5825 

【現状】 
 

日本 

米国 

欧州 

屋外

5030 5091 

屋外

5350 5150

屋外※3 

5725 5470 ※2 屋外の使用

   は限定的

4900 

5250 

ＩＳＭ等各種レーダ等 固定・移動業務 ＭＬＳ 

各種レーダ等 

【ＩＴＵでの検討】 屋内 屋外 

屋内

移動衛星  
屋内※2

固定・移動業務 ＭＬＳ 

屋内

移動衛星  ＩＳＭ等

気象レーダ 
地球探査衛星

2007年までは固定 

マイクロと共用、それ

以降は専用で使用 

2007年まで

の暫定使用

屋内・屋外

各種レーダ 
地球探査衛星

※3 一部の国

で制度化 

各種レーダ 
地球探査衛星

※1 屋内の使用に 

   ついて検討中 



7 

 

1.6 5GHz 帯での移動衛星業務のフィーダリンクの保護 
 議題 1.6 最新の ITU-R 勧告（例えば、勧告 ITU-R S.1426、ITU-R S.1427、ITU-R M.1454）

を考慮して、5150-5250MHz 帯で運用する移動衛星業務のフィーダリンク（地球か

ら宇宙）を保護するための規制措置を検討すること 

 
１．議題の概要  
 移動衛星業務のシステムのために 5150-5250MHz帯で運用されているフィーダリンク

（アップリンク）を保護するための規制措置を検討。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：無線 LAN の送信電力制限及び屋内使用制限を無線通信規則に規定する

ことについては各国が賛成。総干渉量制限を支持するオーストラリア及びイン

ドネシアと、これに反対し、規制措置の継続検討を支持する日本、韓国、タイ、

ニュージーランドの意見が対立。 
欧 州：無線 LAN の送信電力制限及び屋内使用制限を無線通信規則に規定し、総干渉量

制限について継続検討を行うことを支持。 
米 国：無線 LAN の送信電力制限、屋内使用制限及び総干渉量制限を無線通信規則に規

定することを支持。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 移動衛星業務の非静止衛星用フィーダリンクを保護するために、無線 LAN に対する送

信制限及び屋内使用制限を無線通信規則に規定する必要性は認められると考えます。 
 一方、衛星に対する無線 LAN による総干渉量を評価・制限することは困難であるため、

ITU-R が検討を継続する必要があると考えます。 
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1.7 アマチュア業務・アマチュア衛星業務に関する規定の見直し 

 議題 1.7 アマチュア業務及びアマチュア衛星業務に関する事項を検討すること 
  議題 1.7.1 無線通信規則第 25 条の見直し可能性 
  議題 1.7.2 主管庁が柔軟に運用できるようにするためのアマチュア業務のコールサ

インの構成に関する無線通信規則第 19 条の規定の見直し 
  議題 1.7.3 無線通信規則第 25 条の改正の結果として必要となる同第１条の用語及び

定義の見直し 

 
１．議題の概要  

(1)  無線通信規則第25条の見直しを行なう。（モールス符号の送受信技術要件の削除

を含む。） 
(2)  無線通信規則第 19 条で規定されているコールサインの構成を各国主管庁の判断

により決められるよう緩和。 
(3)  無線通信規則第 25 条の見直しに伴う同第１条の用語と定義を見直す。 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：ほとんどの国が、ITU-R において検討された選択肢の中から検討を行

う意向を示している。 
欧 州：アジアと同様の状況。 
米 州：国際アマチュア無線連合（IARU）提案に沿って規定を改定する暫定共同提案を

策定。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 WRC においては、各国の事情を踏まえた十分な議論を行うことが望ましいと考えます。

ITU-R の研究結果に含まれているオプションについては、主管庁の自由度が確保された

方法が支持されるよう留意します。 
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1.8.1 不要発射の制限（スプリアス発射領域と帯域外発射領域の境界） 
 議題 1.8 不要発射に関する事項を検討すること 

  議題 1.8.1 無線通信規則付録第 3 号に規定を行う観点から、スプリアス発射と帯域外

発射の境界に関する ITU-R の研究結果を検討すること 

 
１．議題の概要  
 無線通信規則付録第 3 号では、スプリアス発射と帯域外発射の境界について、一般に

発射の中心周波数から必要帯域幅の 250％より外側に生じる不要発射をスプリアス発射、

内側に生じるものを帯域外発射としているが（WRC-2000 以降の ITU-R での研究では、

それぞれを「スプリアス領域における不要発射」、「帯域外領域における不要発射」と改

訂。）、この境界についての ITU-R の研究結果について無線通信規則への規定方法を検討

するもの。 
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２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：ITU-R における検討結果を基本的に支持。現実のシステムとの整合性

に配慮し、見直しを継続すべき。 
欧 州：ITU-R の研究結果の無線通信規則第 1 条（定義）及び同付録第 3 号への反映を

支持。 
米 州：ITU-R の研究結果の無線通信規則付録第 3 号へ反映することを支持。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 スプリアス発射と帯域外発射の境界について、これまで ITU-R において行われてきた

検討の結果は基本的に支持できるもので、今後、これを基本として規則を検討すること

が適当と考えます。ただし、ITU-R において今後さらなる技術検討が必要なシステムが

あり、規則の策定に当たってはそれらシステムに配慮する必要があることに留意します。 

周 波 数 
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帯域外 
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1.8.2 不要発射の制限（受動業務の保護） 
 議題 1.8 不要発射に関する事項を検討すること 

  議題 1.8.2 勧告第 66（WRC-2000、改）の勧告第 5 項及び第 6 項に対応し、不要発

射、特に宇宙業務の送信からの受動業務の保護に関して、ITU-R の研究結果を検討

すること及び規制方法を提案すること 

 
１．議題の概要  
 受動業務を保護するため、宇宙業務等の能動業務からの不要発射の規制方法について

検討するもの。 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：無線通信規則への制限値の規定や能動業務と受動業務の両立性の検討

には技術的・経済的観点から両者のバランスが考慮されるべき。 
欧 州：ITU-R の検討によらない受動業務の保護基準の設定及び無線通信規則の現状維

持を支持しない。 
米 州：ITU-R において合意が得られるまで、解決方法を検討すべき。 
 

３．日本提案策定に当たっての考え方  
 受動業務の保護のための能動業務からの不要発射の規則の策定に当たっては、これま

での ITU-R における帯域毎の研究において行われてきた研究結果を基本として検討する

ことが適当と考えます。ただし、干渉軽減技術の導入等に対しては、受動業務と能動業

務のバランスに十分に留意し、将来の受動業務及び能動業務の計画に重大な影響を及ぼ

すことのないようにする必要があります。また、適合性確認については、現実的に実現

しうる範囲で行う必要があります。 
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1.9 ＧＭＤＳＳへの移行に伴う遭難安全通信に関する規定の見直し 
 議題 1.9 GMDSS への継続的な移行及びその導入を考慮して、無線通信規則付録第 13

号及び決議第 331（WRC-97、改）についてこれらを削除する観点から検討するこ

と及び適当であれば、必要に応じて第Ⅶ章等において関連する改正を検討すること

 
１．議題の概要  
 GMDSS（全世界的な海上遭難安全システム）が 1999 年 2 月 1 日に完全実施されたこ

とから、これまで GMDSS の移行期間を考慮して従来の遭難・安全通信システムの運用、

無線従事者の通信技能要件等について規定している無線通信規則付録第 13 号を削除し、

必要に応じて同規則第Ⅶ章等の関連規定の見直しを行うもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：500kHz 遭難安全モールス通信については引き続き使用する要求がある。

輻輳海域での DSC（デジタル選択呼出）チャネルでの音声呼出の許容を支持。 
欧 州：非 GMDSS の遭難及び安全通信の規定である無線通信規則付録第 13 号は、必

要な限り保持するが、モールス電信である 500kHz の規定の削除は容認。ただ

し、他の部分は、第Ⅶ章に移行することに反対。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 各国における GMDSS の導入状況及び非 GMDSS 船舶が多く存在することを考慮に入

れ、旧遭難・安全システムの規定である無線通信規則付録第 13 号については、必要な規

定の維持及び現状に沿った改定が必要であるとともに、遭難安全通信のための 500kHz
モールス電信の国際的使用が消滅していることから、関連規定の削除又は改定について

の研究が適当と考えます。 
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1.10 海上移動業務の識別番号の枯渇への対応等 

 議題 1.10 次について、研究結果を検討し、必要な措置をとること 
  議題 1.10.1 海上移動業務の識別番号資源の枯渇（決議第 344（WRC-97）） 
  議題 1.10.2 海岸から船舶への遭難通信の優先度（決議第 348（WRC-97）） 

 
１．議題の概要  
 海上移動業務識別（以下、MMSI という。）のための番号の割当は、ITU-R 勧告に基づ

き行われているが、MMSI の番号資源の不足が認められる場合には、ITU 事務総局長が

海上識別番号（MID）を分配する等無線通信規則第 19 条に基づき、必要な措置をとるこ

ととしている。GMDSS（全世界的な海上遭難安全システム）の導入等による昨今のイ

ンマルサット船舶地球局の普及等により、MMSI を必要とする船舶局が増加してきてお

り、将来的には枯渇が懸念されることから、この対応について検討を行うもの。 
 また、海岸の捜索救助機関から船舶あてに発信する衛星を介する遭難通信に、船舶か

らの通信よりも優先度を与える手法について検討を行うもの。 
 

２．諸外国の動向  
議題 1.10.1（MMSI 番号資源の枯渇） 
アジア・大洋州：MMSI 番号資源の近い将来の枯渇の見込みはなく、自由書式の番号シ

ステムの導入には経済的負担の増加をもたらすべきではない。 
欧 州：MMSI 番号資源の減少も懸念され、近い将来に枯渇する可能性がある。現在の

MID の仕組みをできるだけ保持すべき。 
米 州：検討中。 
 
議題 1.10.2（海岸局から船舶局への遭難通信の優先） 
アジア・大洋州：検討に当たっては生命の安全が確保されるよう留意。 
欧 州：捜索救助機関が衛星通信を優先的にかつ早急にアクセスできるよう技術的検討

の継続を支持。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
議題 1.10.1（MMSI 番号資源の枯渇） 
 MMSI 番号資源は、近い将来に枯渇する見込みはないと認識しています。新たな番号

体系に対して世界的な要求がある場合は、ユーザ等の経済的負担の増加をもたらさない

ことが望まれます。 
 
議題 1.10.2（海岸局から船舶局への遭難通信の優先） 
 海岸局から船舶への遭難通信に優先度を与えることについては、人命救助の観点から

必要な機能であると考えられることから、IMO（国際海事機関）及びインマルサットで

の検討の動向に注意する必要があります。 
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1.11 14-14.5GHz 帯における航空移動衛星業務への二次分配 
 議題 1.11 決議第 216（WRC-2000、改）で規定されている航空移動衛星業務を運用可

能とするため、14-14.5GHz 帯における移動衛星業務（地球から宇宙）への二次分

配の拡張可能性を検討すること 

 
１．議題の概要  
 14-14.5GHz 帯において、既に陸上及び海上に限定して二次分配されている移動衛星業

務（地球から宇宙）について、衛星を介して航空機と地上間で双方向通信・データ伝送

（インターネット等）を行えるよう、航空移動衛星業務（地球から宇宙）への二次分配

の可能性を検討しようとするもの。（宇宙から地球方向については既存の固定衛星業務

を利用することを前提としている。） 
 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：二次業務としての航空移動衛星業務の利用を認めるが、脚注のみ変更

する方法と電力束密度制限等を行う方法について、それぞれ支持する国がある。 
欧 州：一次業務及び計画中を含む二次業務との共用が可能であれば、二次分配を支持。 
米 州：二次業務の分配を支持するとともに暫定的な適用が可能となるよう適当な分配

の見直しを行うべき。（ブラジル・カナダ・米国） 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 ITU-R の検討結果に基づき、一次業務及び既存の二次業務に有害な干渉を生じさせる

ことなく運用可能であるため、既存の無線通信規則の手続きを変更することなしに航空

移動衛星業務への二次分配を支持します。 
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1.12 宇宙研究業務、地球探査衛星業務等への分配の見直し 

 議題 1.12 決議第 723（WRC-2000、改）に従って宇宙科学業務に関連する分配及び規

制事項について検討すること、並びに、決議第 730（WRC-2000）を考慮して

35-38GHz 帯におけるすべての地球探査衛星業務及び宇宙研究業務への分配を見直

すこと 

 
１．議題の概要  
 近年、宇宙研究、地球探査など宇宙関連業務による周波数需要が増加している｡これら

の需要に対応するため、本議題では下記のとおり宇宙関連業務と地上業務との周波数の

共用検討が進められている｡ 
 特に、35-38GHz 帯のうち 35.5-36GHz 帯および 36-37GHz 帯では、米国との協力で

高精度・高頻度な全地球的降雨観測を可能とする「全球降水観測計画（GPM）」の降水

レーダの研究開発が進められているため、我が国が提出元となって地球探査衛星業務へ

の分配の見直しを求めている。 
 これまでの ITU-R の検討では、35.5-36GHz 帯において衛星搭載センサの運用を制限

している脚注 5.551A 条を削除すること、36-37GHz 帯において固定・移動業務と地球探

査衛星業務との共用基準を設定することなどの検討が進められている。 
 
① 宇宙研究業務及び宇宙運用業務におけるテレコマンドリンク実現のために

100MHz から 1GHz の範囲において 3MHz までの周波数帯を提供すること。 
② 7145-7235MHz 帯における無線通信規則脚注 5.460 条による宇宙研究業務への一

次分配を周波数分配表に統合することを検討すること。 
③ 32-32.3GHz 帯において宇宙研究業務（深宇宙、宇宙から地球）及び衛星間業務

が共に分配されていることを考慮し、満足いく運用を促進する観点からこれらの

分配を見直すこと。 
④ 宇宙から地球方向の広帯域の宇宙研究アプリケーションを収容する観点から、

15GHz 付近及び 26GHz 付近での宇宙研究業務への既存分配を見直すこと。 
⑤ 35-38GHz 帯におけるすべての地球探査衛星業務及び宇宙研究業務への分配を見

直すこと。特に 35.5-35.6GHz 帯における衛星搭載の降雨レーダと他の業務の共

用に関する研究結果を見直し、同帯域において地球探査衛星業務の中で運用する

衛星搭載の降雨レーダについて 5.551A に現在規定されている制約を取り除くこ

とを検討すること。 
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２．諸外国の動向  
 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 35.5-36GHz 帯において、我が国では、「全球降水観測計画（GPM）」の降水レーダの

運用を予定している｡したがって、この降水レーダの運用に制約とならないよう規定を見

直すべきと考えます｡ 
 36-37GHz 帯には、現在、地球探査衛星（受動）、固定、移動、宇宙研究（受動）に一

次分配されているが、地球探査衛星（受動）と他業務との共用条件が定められていない

状況である。当該帯域は、GPM の受動センサを利用すること、ならびに国内で移動業務

が使用していることを考慮し、これらの業務間の共用条件について検討すべきと考えま

す。 
 
 
 
 
 
 
 

アジア・大洋州 欧 州 米 州 
 
 
②宇宙研究業務への一次分配

を支持 
③衛星間業務の削除を支持 
④26GHz 帯の宇宙研究業務の

一次格上げを支持 
 
⑤少なくとも 35.5-35.6GHz 帯

について脚注 5.551A 条によ

る制限を解除することを支

持 

①257-262MHz 帯のうち 3MHz
を国名指定で分配支持 

②宇宙研究業務への一次分配

を支持 
③衛星間業務の削除を支持 
④26GHz 帯の宇宙研究業務の

一次格上げを支持 
 
⑤35.5-36GHz 帯は衛星搭載セ

ンサの運用に電力束密度の

制限をかけることを支持 
36-37GHz 帯は、共用検討を

行うための決議を支持 

 
 
②宇宙研究業務への一次分配

を支持 
③衛星間業務の削除を支持 
④15GHz 帯の変更なしを支持

26GHz 帯の宇宙研究業務の

一次格上げを支持 
⑤ 35.5-36GHz 帯 は 脚 注

5.551A 条の削除を支持 

全球降水観測計画（ＧＰＭ）の構成 

副衛星群（８機）（受動センサ搭載） 主衛星（２周波降水レーダ搭載）

打上げ  ２００７年度目標    ミッション ５年目標

協力機関 CRL、NASDA、NASA、ESA、NOAA 等
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1.13 成層圏無線プラットフォームに関する規則の検討及び周波数の追加 
 議題 1.13 無線通信規則 5.543A 条並びに決議第 122（WRC-2000、改）及び決議第 734

（WRC-2000）に従って行われる ITU-R の研究結果を考慮して、高高度プラットフ

ォーム局（HAPS）によって利用可能な業務のために規則及び既存周波数分配から

の特定可能性を検討すること 

 
１．議題の概要  
 成層圏無線プラットフォームとは、通信等に利用するために高度 20km～50km 程度の

成層圏に停留させる飛行船のことである。WRC-97 で新たな無線局種として成層圏無線

プラットフォーム上の無線局である「高高度プラットフォーム局（HAPS）」が導入され

ており、本議題では以下の事項について検討している。 
(1) WRC-97 で 47GHz 帯に固定業務用（HAPS 用）として 600MHz 幅の周波数帯が確

保され、WRC-2000 では新たに固定業務用として 31GHz（アップリンク）/28GHz
（ダウンリンク）が国別に脚注分配された。これを受け、47GHz 帯及び 31/28GHz
帯での共用基準を策定するとともに、18-32GHz 帯で固定業務用としての周波数の

追加を引き続き検討するもの。 
(2) HAPS の国内利用を容易に可能とする手続について検討するもの。 
(3) 3GHz 以上（～18GHz）の HAPS を利用した地上業務への周波数の特定について検

討を行うもの。 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州： ITU-R の研究結果を基本的に支持するが、同じ一次業務の保護の観点

から、引き続き共用基準、規則手続を完成すべき。 
欧 州：HAPS 用の新しい周波数の特定は支持しない。既存業務及び 31GHz 帯の受動業

務を保護すべき。 
米 州：検討中。 

複数のプラットフ
ォームで日本の主
要地域をカバー

高度約20km

公衆回線

超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ＶＯＤ等
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ

TV電話等
高機能
携帯電話

高機能
データ端末

交通情報配信・管制

プラットフォーム間
無線通信ネットワーク

超高速ＷＡＮ

可搬型
データ端末

携帯端末による
高速通信、放送

固定（可搬）による高速通信、放送

複数のプラットフ
ォームで日本の主
要地域をカバー

高度約20km

公衆回線

超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ＶＯＤ等
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ

TV電話等
高機能
携帯電話

高機能
データ端末

交通情報配信・管制

プラットフォーム間
無線通信ネットワーク

超高速ＷＡＮ

可搬型
データ端末

携帯端末による
高速通信、放送

固定（可搬）による高速通信、放送
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３．日本提案策定に当たっての考え方  

(1) 47GHz 帯及び 31/28GHz 帯における共用基準、運用条件を早期に確定することが

適当と考えます。 
(2) 固定業務及び移動業務として HAPS が利用可能な、地上無線通信に分配されてい

る 3GHz 以上の帯域において追加周波数の可能性を引き続き検討すべきと考えま

す。また、周波数の追加については、HAPS システムの地球観測、放送等、将来

的な新たな業務での利用可能性を考慮することが適当と考えます。 
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1.14 海上用中波・短波帯でのデジタル技術導入のための見直し 
 議題 1.14 決議第 207（WRC-2000、改）及び決議第 350（WRC-2000）を考慮して、

海上移動業務及び航空移動(R)業務に分配された周波数帯での有害な混信への対処

法を検討すること及び決議第 347（WRC-97）を考慮して、新しいデジタル技術の

使用に関し、海上用の中波帯及び短波帯における周波数及びチャネル配列を見直す

こと 

 
１．議題の概要  

(1)  一般呼出にも利用が可能な遭難・安全周波数（12290kHz 及び 16420kHz）を有害

な混信から保護するための措置が WRC-2000 で議論され、2003 年末までに一般呼出

用としての使用を停止することを決定し、その混信と対処法について研究することと

されたもの。 
・ 論点 A（決議第 207）：海上移動業務及び航空移動(R)業務に対して分配された周

波数帯の不正使用及び混信への対処方法 
・ 論点 B（決議第 350）：一般呼出により生じる 12290kHz 及び 16420kHz の遭難

安全周波数への混信 
(2)  海上移動業務に割り当てられている短波帯の A1A（モールス信号等）の周波数は

利用が減少していること、海上移動業務におけるデジタル技術の利用ニーズが増大し

ていることなどから、将来の利用動向を考慮して現行の周波数割当を見直そうとする

もの。 
・ 論点 C（決議第 347）：デジタル新技術 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：論点Aについては ITU-Rの検討結果を支持。論点Bについては 12290kHz

及び 16420kHz での安全呼出しを遭難調整本部の送受信に限って認める方法を

支持。論点 C については ITU-R の検討結果を支持するが、導入にあたり遭難通

信への干渉を与えないこと及び十分な移行期間を取ることを保証すべき。 
欧 州：干渉から保護するという提案を支持し、現在のアナログ技術をデジタル技術に

置換又は補足のためにデジタル技術の開発及び導入することを支持。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 遭難安全通信の専用化は、我が国において一般呼出が終了予定であることから特段の

問題はないと考えます。 
 デジタル技術の導入に伴う周波数及びチャンネル配列の見直しに際しては、既存シス

テムの移行に必要な期間等を勘案することが必要です。 
 



19 

 

1.15 無線航行衛星業務に関する共用条件の検討 
 議題 1.15 決議第 604（WRC-2000）、決議第 605（WRC-2000）及び決議第 606

（WRC-2000）に従った無線航行衛星業務に関する研究結果を見直すこと 

 
１．議題の概要  
 WRC-2000 において無線航行衛星業務に追加分配された 5010-5030MHz 、
1164-1215MHz、1260-1300MHz のそれぞれについて、電波天文業務、航空無線航行業

務、無線航行業務及び無線標定業務の保護のため、共用条件の検討を行うもの。 
(1) 決議第 604：5010-5030MHz の無線航行衛星業務（宇宙から地球）と 4990-5000MHz

の電波天文業務との共用 
(2) 決議第 605：1164-1215MHz における無線航行衛星業務（宇宙から地球）に関する第

5.328A 条の暫定電力束密度制限値（航空無線航行業務の保護）の見直

し 
(3) 決議第 606：1215-1300MHz における無線航行衛星業務（宇宙から地球）が無線航

行業務及び無線標定業務に有害な干渉を与えないことを保証するため

の電力束密度制限値の必要性（WRC-2000 で 1260-1300MHz に追加分

配されたが、すでに分配されていた 1215-1260MHz を含めた検討） 
 
２．諸外国の動向  
決議第 604 
アジア・大洋州：電波天文業務を保護すべき。 
欧 州：不要輻射の制限値を無線通信規則へ含めることを支持。 
米 州：検討中。 
 
決議第 605 
アジア・大洋州：衛星のマイルストーン（調達又は製造の主要な到達管理点）の概念に

関する検討が進展することを期待。 
欧 州：航空無線航行業務を保護するため、総電力束密度制限値の必要性を支持。 
米 州：無線航行衛星業務の発展と使用を妨げないよう航空無線航行業務を保護。 
 
決議第 606 
アジア・大洋州：無線航行衛星業務からレーダの保護の必要性を認識。電力束密度制限

値の必要性があるが、他方レーダと無線航行衛星業務の発展を阻害が懸念され

る。 
欧 州：①「1215-1300MHz 帯の無線航行と無線標定レーダの保護が必要」、②「この帯

域の全体にわたり１つの規則で規制すべき」、という２つが原則。 
米 州：無線航行衛星業務とレーダシステムの間で有害な混信が生じた報告がないため、

電力束密度制限値を課す必要はない。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 決議第 604 について、無線航行衛星業務から電波天文への影響を考慮した ITU-R の検

討結果が適当と考えます。 
 決議第 605 について、規則及び手続については、無線航行衛星業務の発展を可能とす
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るため、柔軟なシステム間の調整手続きが望まれます。 
 決議第 606 について、無線標定業務等の既存業務の保護について、これまで無線航行

衛星業務との有害な混信事例はないことから、追加の制約を直ちに設ける必要がなく、

ITU-R での研究を進めることが適当と考えます。 
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1.16 非静止衛星による移動衛星業務のフィーダリンクのための 1.4GHz 帯の分配

 議題 1.16 無線通信規則 5.340 条を考慮して受動業務を十分に認識することを条件に、

決議第 127（WRC-2000、改）に対応して行われる ITU-R の研究結果を考慮し、サ

ービスリンクを 1GHz 以下の周波数で運用する非静止衛星による移動衛星業務の

フィーダリンクのために 1.4GHz 帯付近で世界的基礎での分配を検討すること 

 
１．議題の概要  
 サービスリンクが 1GHz 以下で運用される非静止衛星による移動衛星業務のシステム

に対するフィーダリンクへの 1.4GHz 帯の周波数の分配を、それに隣接する周波数帯で

観測が行われている地球探査衛星及び電波天文業務の保護を考慮しつつ検討。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：1GHz 以下の移動衛星業務のシステムを推進するインドネシア、パプ

アニューギニア等と、これに反対する日本、イラン等との間で意見が対立。 
欧 州：フィーダリンクへの追加分配に反対。 
米 国：フィーダリンクへの追加分配を推進。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 既存業務に有害な干渉を与える可能性が高いため、1GHz 以下の周波数帯においてサ

ービスリンクを運用する非静止衛星による移動衛星業務のためのフィーダリンクに対す

る 1.4GHz 付近での分配は行うべきではないと考えます。 
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1.17 3GHz 帯の無線標定業務の一次格上げ 
 議題 1.17 2900-3100MHz帯の無線標定業務への分配を一次に格上げすることを検討す

ること 

 
１．議題の概要  
 現在 2900-3100MHzにおいて二次分配されている無線標定業務を一次格上げすること

について検討を行うため、WRC-97 において WRC-03 の仮議題として設定されたもの。

WRC-2000 では欧州からの提案により WRC-03 の議題として設定された。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：無線標定業務の一次格上げにより無線航行業務に有害な混信を生じさ

せないよう検討すべき。 
欧 州：脚注による制限を設けずに無線標定業務の格上げを支持。 
米 州：無線航行業務への保護を脚注に明記することを支持。（カナダ・米国） 
 

３．日本提案策定に当たっての考え方  
 無線標定業務の一次格上げについては、2900-3100MHz 帯で既に一次分配されている

無線航行業務への影響を十分考慮することが適当と考えます。 



23 

 

1.18 固定業務への 17.3-17.7GHz の一次分配（第一地域） 
 議題 1.18 ３つの地域全てにおける様々な業務への一次分配を考慮し、第一地域におい

て 17.3-17.7GHz 帯を固定業務へ一次分配することを検討すること 

 
１．議題の概要  
 第一地域において放送衛星業務プラン（以下、プランという。）のフィーダリンク用の

周波数帯の一部である 17.3-17.7GHz 帯を固定業務へ一次分配することについて検討を

行うもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：第一地域の固定業務への 17.3-17.7GHz 帯の新規分配は、なされるべ

きではない。 
欧 州：現在の固定業務の使用状況及び将来の使用計画の観点から、欧州における固定

業務への一次分配が必要ないことは明らか。 
米 州：第一地域の固定業務への新規割当が第二地域の既存業務に有害な混信及び制限

を与えるべきではない。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 17.3-17.7GHz 帯は、放送衛星業務プランのフィーダリンク用周波数帯の一部であるこ

とから、実際にプランを使用する我が国にとって影響が生じないように注意することが

必要と考えます。 
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1.19 非静止衛星による固定衛星業務の共用基準の誤適用回避 
 議題 1.19 決議第 135（WRC-2000）に従って行われる ITU-R の研究結果に基づき、無

線通信規則第 22 条の非静止衛星による固定衛星業務のシングルエントリ制限値の

誤適用を回避するための規定を検討すること 

 
１．議題の概要  
 非静止衛星による固定衛星業務システムのファイリング（調整資料）において、1 つ

のシステムを複数のシステムに分割し、又は複数のシステムを 1 つのシステムに統合す

ることにより、無線通信規則第 22 条のシングルエントリ制限値を満たすという誤適用を

排除するための検討を行おうとするもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：さらなる研究等は必要なし。決議第 135 の削除については注意深い検

討が必要。 
欧 州：さらなる研究等は必要なし。 
米 州：現行の無線通信規則で対応可能。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 無線通信規則第 22 条にある非静止衛星による固定衛星業務システムのシングルエン

トリ制限値を誤適用することにより、他の非静止衛星システムの導入が制約される可能

性があるため、誤適用は回避されるべきと考えます。 
 既存の無線通信規則にある規定では対応できず、新たな規制手段が必要であるという

ことが具体的に示されない限り、当該誤適用に関する新しい規定は不要と考えます。 



25 

 

1.20 非静止衛星による移動衛星業務への 1 GHz 以下の周波数の追加分配 
 議題 1.20 決議第 214（WRC-2000、改）に従い、サービスリンクを 1GHz 以下の周波

数で運用する非静止衛星による移動衛星業務のために世界的基礎で追加分配を検

討すること 

 
１．議題の概要  
 1GHz 以下の周波数帯（我が国では各種の移動・固定業務のシステムに使用されてい

る 450-470MHz 帯が対象）において、非静止衛星による移動衛星業務への追加分配を検

討。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：1GHz 以下の移動衛星業務システムを推進するインドネシア、パプア

ニューギニア等と、それに反対する日本、イラン等との間で意見が対立。 
欧 州：サービスリンクへの追加分配に反対。 
米 国：サービスリンクへの追加分配を推進。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 ITU-R における検討結果は、450-470MHz において非静止衛星による移動衛星業務と

複数の移動業務のシステムとの共用が不可能であることを示しており、非静止衛星によ

る移動衛星業務への追加分配は行うべきでないと考えます。 
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1.21 地上無線双方向マルチメディア・アプリケーションに関する検討 
 議題 1.21 決議第 737（WRC-2000）に従い、グローバルな調和を促進する観点から、

地上系の無線双方向マルチメディア・アプリケーションの技術的・制度的要件に関

する ITU-R の研究の進展について検討すること 

 
１．議題の概要  
 新たな地上無線双方向マルチメディア（以下、TWIM という。）の技術及びアプリケー

ションに適した周波数帯の世界的基礎での分配に関する検討と規制方法の見直しを行い、

必要であれば業務定義の見直しを行うものです。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：現在すでに、TWIM アプリケーションを導入するに当たって規制上の

困難は特にないとの認識。 
欧 州：検討中。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 地上無線双方向マルチメディア（TWIM）アプリケーションの技術的・制度的な検討

に当たっては、その構成要素である「固定」「移動」「放送」３業務の各々の将来展望を

考慮して ITU-R において十分に議論を行うことが望ましいと考えます。 
 また、第一地域において議論されている固定・移動業務の放送帯域への追加分配につ

いては、両者の技術融合の観点から好ましいですが、基本的には関係する地域・国にお

いて解決されることが望ましいと考えます。 
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1.22 IMT-2000 の更なる発展及び IMT-2000 の後継システムに関する検討 
 議題 1.22 決議第 228（WRC-2000）に従い、IMT-2000 の高度化及び IMT-2000 以降の

システムに関する ITU-R の研究の進展について検討すること 

 
１．議題の概要  
 IMT-2000 の高度化及び IMT-2000 の後継システムについて、目的、アプリケーション

及び技術・運用の面からの研究並びに周波数帯、帯域幅、割当が必要となる時期等につ

いての研究の進展について WRC-03 で報告を受け、WRC-07 で検討を行うこととしてい

るもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：日本、韓国を中心に、IMT-2000 後継システムの意義や必要性を多くの

国が支持。 
欧 州：多くの国が WRC-07 での検討を支持する一方で、慎重な国も存在。 
米 州：特に統一的な見解は定まっていない模様。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 IMT-2000 の標準化が開始されてから実用化まで長期間を要したことを考慮すれば、高

度な移動通信システムに対する今後のニーズに的確に対処するため、WRC-07 の議題に、

IMT-2000 後継システムの周波数に関する検討が含まれることが望ましいと考えます。 
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1.23 7MHz 帯でのアマチュア・アマチュア衛星・放送業務の分配の再編成 
 議題 1.23 勧告第 718（WARC-92）を考慮し、世界的基礎で 7MHz 周辺でのアマチュ

ア業務、アマチュア衛星業務及び放送業務への分配の再編成について検討すること

 
１．議題の概要  
 現在 7MHz 帯については、7－7.1MHz が世界的にアマチュア及びアマチュア衛星業務

に分配されている一方、7.1－7.3MHz は第一及び第三地域では放送業務に、第二地域で

はアマチュア業務に分配されている。アマチュア業務と放送業務との地域間の混信の問

題等があることから、周辺の周波数帯を含めた分配の再編成について検討。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：オーストラリア、インド､マレーシア、シンガポール、イラン及びパプ

アニューギニアは再編に反対。ニュージーランドは欧州案を支持。韓国は

7000-7200kHz（第二地域は 7000-7300MHz）をアマチュア業務に、第一及び第

三地域では 7100-7200kHz を固定･陸上移動業務にも、また 7200-7450MHz（第

二地域は 7300-7450MHz）を放送業務に分配することを提案。 
欧 州：7000-7300kHz をアマチュア業務に、第一及び第三地域では 7200-7300kHz を

固定･移動業務にも、並びに 7300-7550kHz を放送業務に分配する内容の変更を

2009 年 10 月までに行うことを提案。 
米 州：7MHz 帯におけるアマチュア業務への 300kHz の世界的な分配を支持。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 7MHz 周辺の周波数帯の再編については、既存無線局への影響を考慮しつつ、アマチ

ュア業務及び放送業務への世界的基礎での分配について検討することが適当と考えます。 
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1.24 13.75-14GHz 帯での固定衛星業務等の利用の見直し 
 議題 1.24 決議第 733（WRC-2000）に従い、共用条件を見直す観点から 13.75-14GHz

帯の利用を見直すこと 

 
１．議題の概要  
 13.75-14GHz 帯は固定衛星業務（地球から宇宙）、無線標定業務及び無線航行業務（一

部の国のみ）等に分配されているが、無線通信規則の脚注 5.502 条及び 5.503 条に各業

務の共用条件（固定衛星業務の発射電力及びアンテナ口径の制限等）が規定されている。

本議題はそれらの脚注にある共用条件の見直しを行うもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：中国、韓国、アラブ首長国連邦及びベトナムは、固定衛星業務の地球

局のアンテナ口径制限については、各主管庁毎に選択できる方法を支持。 
欧 州：アンテナ口径の緩和のための具体的な共用条件を提示。 
米 州：アンテナ口径の緩和のための具体的な共用条件を提示。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 無線通信規則の脚注 5.502 条及び 5.503 条の共用条件の見直しについては、既存業務

（アンテナ口径 4.5m 以上の地球局を含む）の保護及びその発展が十分に考慮されてい

るのであれば支持します。 
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1.25 17GHz 帯以上における固定衛星業務の高密度システム（HD-FSS）の検討 
 議題 1.25 他の業務、特に固定業務及び放送衛星業務の発展を阻害しないよう留意し、

グローバルな調和を可能な限り確保する観点から、17.3GHz 以上、特に 19.7GHz
以上に着目しつつ、固定衛星業務の高密度システムのための規定及び周波数の特定

可能性を検討すること  

 
１．議題の概要  
 固定衛星業務の高密度システム（HD-FSS）の実現のため、17.3GHz 以上において可

能な限り世界的に共通の周波数帯を特定し、必要な規定を整備するもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：17.3-18.8GHz 帯、19.3-19.7GHz 帯、21.4-22.0GHz 帯、37.5-40.0GHz

帯については HD-FSS を特定しないことを支持。 
欧 州：世界的な HD-FSS 特定を支持。特に 17.3-17.7GHz 帯については、第１及び第

三地域への特定を支持。 
米 州：29.5-30.0GHz 帯、19.7-20.2GHz 帯、40-42GHz 帯、48.2-50.2GHz 帯について

HD-FSS 特定を支持。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 固定衛星業務の高密度なシステム（HD-FSS）は新たなアプリケーションを創出する

ものと考えられ、これに利用可能な周波数帯の特定に向けた検討を行うべきと考えます。 
 HD-FSS の周波数帯域特定及びそれに伴う規則・手続きの変更は、他のシステム（特

に地上業務）や、HD-FSS 以外の形態の固定衛星業務システム（反対方向の送信を行う

地球局を含む）との共存条件を十分考慮に入れて行うべきと考えます。 
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1.26 固定衛星ネットワークで運用する船上地球局の規定の検討 
 議題 1.26 決議第 82（WRC-2000）に対応した ITU-R の研究を考慮し、固定衛星業務

のネットワークで船上地球局が運用可能となる規定を検討すること  

 
１．議題の概要  
 3 700-4 200MHz 及び 5 925-6 425MHz（6/4GHz 帯）において船上地球局（固定衛星

業務のネットワークで船舶に設置した地球局、ESV：Earth Station on board Vessel）を

運用可能とする決議第 82 の添付文書にあるガイドラインを踏まえ、船上地球局に適用さ

れる技術的及び運用上の制限に関する規定を検討しようとするもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：多くの国は ESV の運用のための無線通信規則の明確な規定が必要と主

張。イラン及びアラブ首長国連邦は、ESV の運用を支持せず。 
欧 州：ESV の使用は、固定業務に有害な混信を与える可能性がなく、固定業務の展開

に追加制約を課さなければ、認められる。 
米 州：固定衛星業務としての ESV 運用を支持。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 ESV は、衛星の新たな利用拡大をもたらすものであり、地上業務の無線局に有害な干

渉を与えず運用できるように、無線通信規則の脚注及び決議を適切に規定するべきと考

えます。 
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1.27 放送衛星業務プランの手続き及び共用基準の見直し 
 議題 1.27 決議第 540（WRC-2000）及び第 735（WRC-2000）に従い、これら決議で

要請された ITU-R の研究を見直し、適当な場合、無線通信規則付録第 30 号および

同第 30A 号並びにこれらに関連する条項に規定される手続き及び関連する共用基

準を改正すること 

 
１．議題の概要  
 WRC-2000 において、新しい放送衛星業務プラン（以下、プランという。）が策定さ

れ、以後プランは凍結されることとなったため、従来のプラン変更手続に代わり、周波

数登録原簿に付属するリスト（以下、リスト）に記載する手続きが新たに導入された。 
 本議題は、プランと他業務との共用基準及びリストに記載する手続きに関して

WRC-2000 で審議した結果、積み残しになった問題に関して検討を行おうとするもの。 
 

 
 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：最小アンテナ径について、第三地域の国内ビームについては 45cm で

保護すべき。 
欧 州：最小アンテナ径について、第一地域、第三地域については 60cm で保護すべき。 
米 国：最小アンテナ径について、第二地域は 45cm で保護すべきであり、第一及び第

三地域は 60cm で保護すべき。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 放送衛星業務プラン及びリストに関する規定についての検討を行うに当たっては、

WRC-2000 で策定されたプランや既存の固定衛星業務が今後も十分に保護されるととも

に、リストに関する手続き、共用基準等がプランを実際に使用する国にとって不利にな

らないよう注意することが必要と考えます。 
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1.28 無線航行衛星の補正信号送信のための周波数の検討 
 議題 1.28 国際民間航空機関（ICAO）標準の地上システムによる無線航行衛星に関す

る補正信号の伝送のために 108-117.975MHz 帯で航空無線航行業務としての使用

を認めること 

 
１．議題の概要  
 現在、主要空港においては世界的に計器着陸システム（ILS）を利用して着陸誘導を行

っているが、国際民間航空機関（以下、ICAO という。）において次世代の航法システム

として GPS を利用した方式が検討されている。 
当該方式では、GPS 信号の誤差を数 m 程度まで補正し精度を高める必要があるが、現

在 VOR（VHF 全方向無線標識:航空機に方位情報を提供する無線設備）やローカライザ

（ILS 無線設備のうち、航空機に滑走路の進入方向を指示するもの）に使用されている

108-117.975MHz 帯を地上からの補正信号の送出に使用できるよう検討を行うもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：GBAS（GPS 信号を地上から補強する誘導システム）への周波数分配

の必要性を認め、GBAS 及び ICAO 標準の航空監視方式の導入は既存システム

に影響を与えてはならず、また隣接周波数帯の FM 放送に対して既定以上の保

護を求めてはならない。 
欧 州：無線航行衛星業務の補正信号の導入を支持。他業務への制約を課さない条件で、

空港監視機能システムの導入を支持。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 GBAS への周波数分配の必要性は認められるが、GBAS 及び ICAO 標準の航空監視方

式の導入は、既存システムに影響を与えてはならず、隣接する放送業務との両立性の確

保に留意する必要があると考えます。 
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1.29 非静止衛星システムと静止衛星システムの共用 
 議題 1.29 非静止衛星システムと静止衛星システムの間の共用を扱う決議第 136

（WRC-2000）及び決議第 78（WRC-2000）に関する研究結果を検討すること  

 
１．議題の概要  
【決議第 136 関係】 
 37.5–50.2GHz 帯における非静止衛星による固定衛星業務システムと静止衛星による

固定衛星業務システムの共用について検討を行うというもの。 
 
【決議第 78 関係】 
 無線通信規則第 22 条第Ⅱ節（静止衛星システムへの干渉抑制）に規定されているオペ

レーショナル・リミット及びアディショナル・オペレーショナル・リミットを遵守でき

なかった場合の手続を検討しようとするもの。 
 

２．諸外国の動向  
【決議第 136 関係】 
アジア・大洋州：ITU-R の研究結果に基づき、周波数の有効利用の原則を考慮すること

が必要。 
欧 州：現段階では、いかなる規則手続の採用も時期尚早であるので、追加研究を求め、

これらの研究の範囲についてのガイダンスを与えるよう見直すべき。 
米 州：現時点で結論を出すのは時期尚早であるので、検討期間や将来の WRC 議題と

するよう決議第 136 を変更するべき。 
 
【決議第 78 関係】 
アジア・大洋州：既存の無線通信規則第 15 条の手続（混信に関する手続）とともに、無

線通信規則への参照による ITU-R 勧告の編入が適当。 
欧 州：方法と手続を含む既存の ITU-R 勧告を参照するべきであるが、無線通信規則へ

の参照による ITU-R 勧告の編入は必要なし。 
米 州：オペレーショナル・リミットあるいはアディショナル・オペレーショナル・リ

ミットを超過する全ての場合の手続を規定すべき。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
【決議第 136 関係】 
 周波数の有効利用を図る観点から、非静止衛星による固定衛星業務システムの具体的

な需要を十分に踏まえる必要があるので、現時点で規制手続を採用するのは時期尚早で

あり、ITU-R において継続して研究するべきと考えます。 
 
【決議第 78 関係】 
 決議第 78（WRC-2000）の付録１（適合確認手続のためのガイダンス）を踏まえた手

続とするべきと考えます。また、無線通信規則第 15 条の第Ⅴ節（違反の通告）及び第Ⅵ

節（有害な混信の場合の手続）の既存の手続は保持されるべきと考えます。 
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1.30 衛星ネットワークの調整手続の見直し 

 議題 1.30 全権委員会議決議第 86（ミネアポリス、1998）に対応して、衛星ネットワ

ークの事前公表、調整及び通告の手続の改正可能性を検討すること 

 
１．議題の概要  
 衛星ネットワークの国際調整手続の更なる簡素化、ITU 無線通信局（BR）における衛

星ネットワークの調整資料の処理にかかる事務処理の積滞（バックログ）解消及び BR
と主管庁のコスト削減を達成するため、衛星ネットワークにかかる調整及び通告の手続

の見直しを行うもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：衛星ネットワークの調整資料の提出にかかる無線通信規則付録第 4 号

のデータフォーマットの簡素化及び BR の審査の自動化等によるバックログ解

消のための検討を支持。 
欧 州：バックログ解消のため、効果的な決議を作成すべき。 
米 州：無線通信規則付録第 4 号のデータフォーマットの簡素化等については、慎重に

検討すべき。 
 
３．日本提案等の策定に当たっての考え方  
 衛星ネットワークの国際調整にかかる手続の見直しに当たっては、WRC-2000 で決定

された手続による BR の事務処理量の軽減(BR の調整資料の審査の省略等)、ITU 機構改

革ワーキンググループ（WGR）で検討された短期的な対策（BR における衛星ネットワ

ークの処理に携わる人的リソースの増員）及び無線通信規則委員会（RRB）での決定（BR
調整資料の審査の一部省略）による積滞解消の効果を見極めつつ、BR の事務処理量の軽

減に伴う各国主管庁への負担増等も考慮の上、幅広い視点から検討を行い、真に有効な

対策を見極めて採用すべきと考えます。 
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1.31 1 – 3 GHz 帯における移動衛星業務への追加分配 
 議題 1.31 決議第 226（WRC-2000）及び決議第 227（WRC-2000）に従い、1-3GHz

帯において移動衛星業務への追加分配を検討すること 

 
１．議題の概要  
 1.5GHz帯及び1.6GHz帯における移動衛星業務に使用される周波数の逼迫を解消する

ため、1518-1525MHz 帯（ダウンリンク）並びに 1668-1675MHz 及び 1683-1690MHz
帯（アップリンク）の移動衛星業務への追加分配を検討。 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：各国とも既存業務保護の必要性を認識。一方、インドネシアは

1518-1525MHz 帯及び 1683-1690MHz 帯の分配、オーストラリアは

1520-1525MHz 帯及び 1670-1675MHz 帯の分配をそれぞれ主張。 
欧 州：1518-1525MHz 及び 1670-1675MHz 帯の分配を支持。英国等は 1668-1670MHz

の分配も推進しているが、スウェーデンが電波天文業務との共用についての懸

念から反対。 
米 国：1518-1525MHz 帯及び 1683-1690MHz 帯は移動衛星業務に分配すべきでなく、

第二地域の既存分配は削除すべき。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 我が国において 1518-1525MHz 帯は移動業務で使用していることから、同業務の保護

を図るために、同帯域について無線通信規則に規定される現行の電力束密度（pfd）調整

閾値が保持されるべきであると考えます。 
 我が国において 1683-1690MHz 帯及び 1670-1675MHz 帯は気象衛星及び気象援助業

務に使用していることから、両業務の移動衛星業務からの保護を図るとともに、気象援

助業務の無線局の他周波数帯への早期の移行を行わないことが適当と考えます 
 1668-1670MHz 帯における移動衛星業務と電波天文業務との共用可能性は示されてい

ないため、同帯域を移動衛星業務に分配することは適当でないと考えます。 
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1.32 37.5-43.5GHz 帯における共用基準の検討 

 議題 1.32 決議第 128（WRC-2000、改）及び決議第 84（WRC-2000）に従い、

37.5-43.5GHz 帯に関する技術的規定及び規制的規定を検討すること  

 
１．議題の概要  
【決議第 128 関係】 
 42.5-43.5GHz 帯の電波天文業務を保護するため、41.5-42.5GHz 帯における固定衛星

業務及び放送衛星業務の運用について検討を行おうとするもの。 
【決議第 84 関係】 
 37.5-42.5GHz 帯における HDFS（固定業務の高密度システム）を保護するため、固定

衛星業務、放送衛星業務及び移動衛星業務の電力束密度（pfd）制限値について検討を行

おうとするもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：決議第 128 について、韓国及びオーストラリアが勧告 ITU-R RA.769

による pfd 制限値とすることを支持。決議第 84 について WRC-2000 暫定 pfd
制限値の保持を支持。 

欧 州：決議第 128 及び決議第 84 ともに WRC-2000 暫定 pfd 制限値の保持を支持。 
米 州：決議第 128 及び決議第 84 ともに WRC-2000 暫定 pfd 制限値の保持を支持。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
【決議第 128 関係】 
 pfd 制限値の策定に当たっては電波天文業務と他業務との共存が考慮されるべきと考

えます。 
【決議第 84 関係】 
 WRC-2000 で策定された無線通信規則第 21 条の表 21-4 の pfd 制限値は適切と考えま

す。 
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1.33 IMT-2000 における成層圏無線ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの利用のための規定の見直し 
 議題 1.33 決議第 221（WRC-2000）に対応して、無線通信規則 5.388A で参照される

周波数帯において IMT-2000 で高高度プラットフォーム局を運用する際の暫定的な

制限値を含む技術上、運用上、及び規則上の規定を見直し、改正すること 

 
１．議題の概要  
 WRC-2000 において、既存の IMT-2000 地上系の周波数帯（2GHz 帯）で高高度プラ

ットフォーム局（HAPS）を IMT-2000 の基地局として使用可能とする脚注が追加された。

本議題の主目的は、電力束密度の制限値や、他の移動業務、固定業務との共用条件の整

備を進めるためのもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：ITU-R の検討結果を支持。隣接国の地上システムとの調整手続等の規

則整備が必要であり、第三地域では APT（アジア・太平洋電気通信共同体）が

取り組むべき。 
欧 州：他の IMT-2000 無線局及び他の業務の保護を保障する適切な規定を支持。 
米 州：隣接国の第二世代通信システムを保護するため、電力束密度暫定値を修正。地

上業務間における他主管庁との調整は二国間の問題。無線通信規則に調整基準

を規定しない。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 移動通信システムにおける成層圏無線プラットフォームの活用に資するため、ITU-R
における運用上・技術上の規定の検討を促進し、電力制限値や隣接国との調整方法につ

いて、できる限り早期の確定が望まれます。 
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1.34 2.6GHz 帯の非静止衛星による音声衛星放送の調整閾値の見直し 

 議題 1.34 2630-2655MHz 帯における非静止衛星による放送衛星業務（音声）の調整閾

値に関する決議第 539（WRC-2000）に応じた研究結果について見直し、必要な措

置をとること 

 
１．議題の概要  

2630-2655MHz における非静止衛星による音声衛星放送について、同周波数帯に分配

のある地上業務（将来の IMT-2000 等）を適切に保護する観点から、WRC-2000 で決議

第 539 に暫定的な調整閾値(調整の要否を決める地表面での電力束密度等)が定められた

が、WRC-03 ではこの調整閾値等について、ITU-R の研究結果に基づき、適切に見直す

もの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：過半数の国は現行の決議第 539 の調整閾値を支持。調整手続について

は、基本的に無線通信規則 9.11 条（現行の衛星調整手続）の適用を支持。他の

幾つかの国は ITU-R での継続研究を支持。 
欧 州：IMT-2000 システムの保護のため適切な電力束密度（pfd）制限値を規定すべき。 
米 州：各主管庁は放送衛星業務（音声）を領土内において使用する権利を有する。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 2630-2655MHz は、放送衛星業務（音声）に分配されている周波数帯であるとともに、

WRC-2000 において IMT-2000 の追加周波数帯として特定された周波数帯の一部である

ことを考慮し、これらのシステムがバランスよく導入され得るよう、適切な共用基準及

び調整手続を定める必要があると考えます。この共用基準としては、適切な値が暫定値と

して決議第 539 に定められていると考えられます。 

IMT-2000追加バンド 

MSS(↓) MSS（↑）

2483.5 

2535 

2630

2655 

2690 

衛星放送バンド（音声） 

2535～2655MHz（120MHｚ幅）のうち、 
暫定的に2630～2655MHz（25MHz幅）が 
静止衛星で使用可能 
 
〔使用可能な国〕 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､インド､日本､韓国､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｽﾘﾗﾝｶ､タイ(以上第三地域)､ 
ﾍﾞﾗﾙｰｼ(第一地域) 
 
（WRC-2000による変更） 

上記の国のうち第三地域は、非静止衛星 
  による2630～2655MHz(25MHz幅)の 

使用も可能 【MHz】 

共
用

衛星放送バンド(共同受信)

2670 
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1.35 放送衛星業務プランの備考欄の検討 
 議題 1.35 決議第 53（WRC-2000、改）に従った分析結果に関する無線通信局長の報告

を検討し、適切な措置をとること 

 
１．議題の概要  
 無線通信規則付録第 30 号第 11 条及び第 30A 号第 9A 条の表の備考欄（放送衛星業務

プランと固定衛星業務及び地上業務との干渉の識別）を記載するという決議第 53 に従い、

無線通信局において上記備考欄に関する分析が行われ、その結果が回章 CR/183（2002
年 10 月）により公表された。 
 当該結果公表を受けて、各主管庁において、公表された分析結果について個別に検討

し、WRC-03 で備考欄を確定することとしている。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：検討中。 
欧 州：検討中。 
米 州：検討中。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 決議第 53 に基づく分析結果は、既に回章 CR/183 として公表されており、BR におけ

るさらなる検討作業は不要と考えます。 
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1.36 短波放送への周波数分配の妥当性の検証 
 議題 1.36 WRC-97 で採択された季節別計画手続きを考慮し、短波放送に対する約

4MHz から約 10MHz までの周波数分配の妥当性を検証すること 

 
１．議題の概要  
 4MHz から 10MHz における短波放送のための周波数が逼迫していることから、

WARC-92 で追加分配された拡張バンドを含め、分配の妥当性について検証を行おうと

するもの。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：短波放送に分配されている周波数は非常に混雑しており、追加分配が

必要。（一部の国を除く。） 
欧 州：短波帯における放送業務への周波数分配に関する研究と、これを次回会合

（WRC-07）で終了することとする新しい決議を提案する。 
米 国：短波帯における放送業務への分配については、短波放送の現状及び将来を見据

えた研究を十分に行うことが必要。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 10MHz 以下の短波放送帯の混雑を改善する必要性があると考えます。放送用周波数帯

の拡充については、WARC-92 拡張バンドの使用やデジタル方式導入の効果、既存の他

業務の移行や共用の可能性を含めた検討が必要と考えます。 
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1.37 長楕円軌道衛星ネットワークのための規定の検討 

 議題1.37 長楕円軌道を使用する衛星ネットワークのための規則上及び技術上の規定を

検討すること 

 
１．議題の概要  
 長楕円軌道（HEO）を使用する衛星ネットワーク（例えば準天頂衛星等）について、

他の非静止衛星システム、静止衛星（GSO）ネットワーク及び地上システムとの共用等、

規則上及び技術上の規定について検討を行うもの。 
 

【準天頂衛星を利用したシステムイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：2003 年世界無線通信会議（WRC-03）では 19.7-20.2 GHz 帯の HEO

システムをどのように扱うか考慮する。 
欧 州：HEO と GSO システムとの共用について、ITU-R の結論を支持。 
米 州：HEO と GSO システムとの共用に関する ITU-R 研究は継続すべき。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 静止衛星軌道が逼迫しつつあることから、静止衛星軌道を使用するネットワークに許

容できない影響を与えない範囲で、本議題の検討範囲に含まれる諸軌道を使用するネッ

トワークの実用化に向けた検討を進めていく必要があると考えます。 
 なお、静止衛星ネットワーク等との共用基準の策定に当たっては、ITU-R での検討を

踏まえ、有効な干渉評価法及び評価基準の導入を検討すべきと考えます。 
 

静止軌道 

準天頂衛星 

45° 

45°        45°
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1.38 420-470MHz 帯における地球探査衛星（能動）業務への分配の検討 
 議題 1.38 決議第 727（WRC-2000、改）に従い、420-470MHz 帯において地球探査衛

星（能動）業務に対して最大 6MHz の周波数を分配することを検討すること。 

 
１．議題の概要  
 420-470MHz 帯は、森林などバイオマスの観測に適した周波数帯である。衛星からの

バイオマス調査の重要性は 1992 年の国連環境開発会議において認識されており、

420-470MHz 帯では地球観測衛星が計画されている。この周波数帯には 432-438MHz 帯

のアマチュア業務を含め多数の既存業務が存在するため、地球観測衛星との共用検討が

必要になっている。2003 年 2 月に開催される ITU-R の第 7 研究委員会では、これらの

共用基準を定めた勧告改訂案 SA.1260 が審議される予定である。 
 
※バイオマス 
 森林の林木をはじめ、伐採した木材，林地残材、加工残廃材、建築廃材など利用可能

な生物資源。 
 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：豪州は 432-438MHz 帯の分配を支持。イラン、ベトナムは分配なしを

支持。432-438MHz 帯の分配と分配なしに支持が分かれている。 
欧 州：432-438MHz 帯を地球探査衛星（能動）業務に二次分配することで合意。 
米 州：ブラジル、カナダは地球探査衛星（能動）業務への分配を支持。米国は、

420-450MHz 帯の既存業務に影響を与えないことを条件としている。

450-470MHz 帯への分配には反対の姿勢。 
 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 分配候補のひとつである 432-438MHz 帯は、我が国ではアマチュア業務に利用されて

いるため、アマチュア業務の保護が図られるならば、この周波数帯に地球探査衛星業務

を追加分配することを支持して差し支えないと考えます。 
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1.39 17GHz 以上の固定衛星業務のためのＴＴ＆Ｃ用周波数の検討 
 議題 1.39 17GHz 以上の周波数帯においてサービスリンクを運用する固定衛星業務ネ

ットワークの遠隔測定、追尾及び遠隔指令のために 17GHz 以下の周波数帯の固定

衛星業務における周波数要求を検討すること  

 
１．議題の概要  
 17GHz より高い周波数帯で固定衛星業務のサービスリンクを運用する場合に、17GHz
以下の固定衛星業務の周波数帯において TT&C（遠隔測定、追尾及び遠隔指令）を行う

ことについて検討を行おうとするもの。 
 

２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：現在使用可能な周波数帯域以上に追加の帯域は必要なし。 
欧 州：TT&C 用の追加割当も規定手続も不要。 
米 州：ITU-R の研究の結果（追加周波数帯域は必要なし）を支持。 

 
３．日本提案策定に当たっての考え方  
 現状では、調整ベースにより、固定衛星業務に分配された 17GHz 以下の周波数帯にお

いて 17GHz 以上のサービスリンクを持つ固定衛星業務システムの TT&C が運用可能で

あり、TT&C 用の新規分配は不要と考えます。また、新たに規定すべき手続もないと考

えます。 
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7.2 将来の世界無線通信会議の仮議題 
 議題 7.2 次回の世界無線通信会議の議題に盛り込む項目を理事会に勧告すること、ま

た、決議第 801（WRC-2000）を考慮して、後続の会議のための予備的な議題及び

将来の会議で検討する可能性のある議題項目に関する見解を表明すること 

 
１．議題の概要  
 次回、次々回の世界無線通信会議の仮議題を設定するもの。 
 近年、世界無線通信会議で検討される議題数が増加傾向にあるため、ＩＴＵ及び各国

の人的・財政的負担軽減の観点から、議題数の削減が要請される中、各地域で議題数を

絞り込み、これらを合わせた中で、より優先度の高いものを仮議題として設定。 

 
２．諸外国の動向  
アジア・大洋州：新議題の提案はその背景、検討状況等の情報からなる様式に従って提

出されるべき。 
現在、次の５つの議題を共同提案とするか検討中。 
・ IMT-2000 後継システムのための規定及び周波数要求条件の検討

（WRC-2000 で設定された仮議題、日韓共同提案） 
・ 航空移動衛星(R)業務の優先接続規定の検討（WRC-2000 で設定された仮議

題、日本提案） 
・ 275GHz 以上の周波数分配の検討（WRC-2000 で設定された仮議題、日本

提案） 
・ 14.5-14.8GHz 帯衛星放送フィーダリンクの固定衛星業務一般化

（WRC-2000 で設定された仮議題、中国提案） 
・ 21GHz 帯衛星放送業務のプラン化（アジア太平洋放送連合提案） 

欧 州：検討中。 
米 州：検討中。 
 

３．日本提案策定に当たっての考え方  
 我が国にとって重要性、緊急性及び効率性の高い事項について提案すべきと考えます。 
 
 
 


