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別紙 
 

2003 年世界無線通信会議に対する日本提案策定に当たっての考え方につい

ての意見募集の結果 
 
○提出された意見の概要及びそれに対する総務省の考え方 

意見の概要 総務省の考え方 
議題1.2について 
 デジタル方式の導入に賛成する。また、発

展途上国の受信者のため、現行受信機で受信

できる電波型式（R3E、H3E）も必要。 
（個人Ａ）

 ご指摘の趣旨は、現行の無線通信規則にお

いても考慮されており、短波放送で使用する

単側波帯（SSB）方式はH3E電波又はR3E電
波とされています。 
 我が国としては、現行通り、短波放送で使

用するSSB方式はH3E電波又はR3E電波が適

当と考えます。 
 

議題1.3 
 同意します。 

（個人Ａ）

 総務省で策定した 2003 年世界無線通信会

議に対するに本提案策定に当たっての考え

方にご理解いただいたものと認識させてい

ただきます。 
 
 

議題 1.3 について 
 アマチュア無線について、米国、インド等

諸外国では、主に 7MHz、14MHz 帯で災害時

に非常通信が実施されていること、災害時に

緊急に活用できる通信インフラであること

から、アマチュア業務の周波数帯にも PPDR1

用周波数として指定することを提案する。 
 また、第三者通信や国際通信を日本のアマ

チュア無線に許可し、非災害時からインフラ

整備と訓練ができるような法律体系の改正

が必要と考える。 
（個人Ｂ）

 PPDR 用周波数の特定については、想定さ

れる PPDR の具体的なシステムや利用形態

を踏まえ、各国の周波数利用状況を充分考慮

した上で検討することが望ましいと考えま

す。 
 
 その他については、今後の施策へのご意見

として参考にさせていただきます。 
 

議題1.5について 
 無線LANを含む無線アクセスシステム実現

のための5150-5350MHz及び5470-5725MHz
の移動業務への分配については、一次業務の

無線標定業務を保護する観点から

5470-5725MHzへの分配に反対する。 
（個人Ｃ）

 周波数の有効利用の観点から、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

5470-5725MHzについても移動業務に分配す

べきと考えます。 
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議題 1.5 について 
 5650–5830MHz の周波数帯はアマチュア

業務、また 5830–5850MHz の周波数帯には

アマチュア業務及びアマチュア衛星業務に

も分配されていることに留意し、既存業務の

保護が図られるよう要望する。 
（（社）日本アマチュア無線連盟）

 世界無線通信会議においては、アマチュア

業務及びアマチュア衛星業務を含めた既存

業務について無線通信規則での規定（注）に則

って考慮しつつ、検討がなされるものと考え

ます。 
 

議題1.7 
① モールス符号の送受信技術の義務付けの

撤廃が望ましい。 
② 呼出符号の構成は、国際呼出符字列分配

表の範囲内で自由とすべきと考える。ア

ラビア数字で始まる組み合わせで、その

２文字目がO（オー）やＩ（アイ）である

ものの使用禁止をなくすべきと考える。

③ アマチュア無線技士に相当する資格制度

が各国でそれぞれ異なっているため、多

国間での資格の相互乗り入れが可能にな

れば良いと考える。 
④ 相互運用協定に関係なく、主管庁は自国

の法令等に従うことを条件に、外国主管

庁で承認されたアマチュア無線従事者に

臨時の運用を認めることができる旨の規

定を設けると良いと考える。 
（個人Ａ）

議題 1.7 について 
 アマチュア無線を特徴付けているモール

ス符号の使用がなくなるまでは、モールス符

号の送受信技術要件の削除をすべきではな

い。 
 無線従事者免許の国際的な整合性を検討

する必要がある。 
（個人Ｅ）

議題 1.7 について 
 モールス符号の送受信技術要件の緩和に

は賛成するが、当該技術伝承の観点から、撤

廃には反対。 
（個人Ｆ）

 世界無線通信会議において検討される予

定のアマチュア無線の規定改定については、

国際的にも様々な意見があり、主管庁の自由

度が確保された方法が支持されるよう対処

していくのが適当と考えます。 
 
 その他については、ご意見として参考にさ

せていただきます。 
  
 

                                                  
（注） 無線通信規則においては、同周波数帯におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務は二次業務

であり、一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならないとともに、一次業務の局からの有害な混信

に対して、保護を要求することができないとされている。 
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議題1.7について 
 モールス通信速度は毎分５単語にし、モー

ルス符号の送受信技術要件の削除を支持す

る。米国との整合性の観点から、法律改正が

必要と考える。 
 我が国の免許要件を欧州の免許要件に合

致させ、相互認証が可能となるよう希望す

る。 
 呼出符号の構成緩和を支持する。 

（個人Ｂ）

議題 1.7 について 
 IARU（国際アマチュア無線連合）で議論さ

れ、米州で提案された内容に従って頂きた

い。国際間交流が活発な状況では、二国間の

相互運用協定ではなく、欧州のような自国免

許の下に他国である程度自由に許可が得ら

れるような国際的な免許体系が望ましい。 
（個人Ｇ）

議題 1.7 について 
 ITU-R での検討結果を十分に尊重し、複数

の選択肢があるものについては世界の流れ

に沿った方向にあるものを支持するよう要

望する。 
（（社）日本アマチュア無線連盟）

議題 1.7 について 
 ITU-R において検討された結果を十分に考

慮の上、諸外国の動向に沿った提案を要望す

る。 
（（財）日本アマチュア無線振興協会

（同上） 
 

議題 1.7 について 
 米国のように無線従事者免許の資格別に

呼出符号を分けることを希望する。 
（個人Ｄ）

 ご意見として参考にさせていただきます。

議題1.9について 
 非GMDSSについての証明書を含む無線従

事者資格（第１～３級総合無線通信士及び第

４級海上無線通信士）に関する経過措置が気

になる。 
（個人Ａ）

 ご意見として参考にさせていただきます。
 

議題1.15について 
 1215-1300MHz帯の無線航行と無線標定レ

ーダの保護する観点から何らかの規制を設

けることを提案するよう求める。 
 

（個人Ｃ）

 無線航行衛星業務の使用については、無線

航行業務等の既存サービスの保護を条件と

しているため、特段の問題は生じないと考え

ております。 
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議題 1.23 について 
 7000-7100MHz については現行どおりと

し、7200-7300MHz を世界的基礎でアマチュ

ア業務に分配することを希望する。 
 

（個人Ａ）

議題 1.23 について 
 混信等の問題が発生しているため、第２地

域2と同様、7000-7300KHz がアマチュア業務

に分配され、電波型式別のバンド配分プラン

となるよう希望する。 
（個人Ｂ）

議題 1.23 について 
 第３地域の7MHz帯におけるアマチュア局

相互の激しい混信を緩和し、かつ地域間の放

送業務とアマチュア業務の混信を避けるた

めに、IARUの提案を全面的に支持し、アマチ

ュア業務に対する300kHz幅の世界的な分配

を提案するよう求める。 
（個人Ｃ）

議題 1.23 について 
 7000-7100kHz の混信が激しいため、

7000-7300kHz(300kHz)におけるアマチュア

業務への世界的な分配を支持する。 
 無線従事者免許の資格別に周波数分配を

希望する。 
（個人Ｄ）

議題 1.23 について 
 7MHz帯のアマチュア業務は多くのアマチ

ュア局が使用し、極度の混信を引き起こして

いる。第２地域（米州）と同様に

7000-7300KHzがアマチュア業務に分配され

れば、海外との通信もスムーズに行うことが

可能になるため、欧米と歩調を合わせて

7000-7300KHz帯のアマチュア業務への割当

てを主張するよう希望する。 
（個人Ｅ）

議題 1.23 について 
 日本国内及びその周辺では、7MHz帯は非

常に混雑しており、また、第２地域との交信

は変則的な方法を取らなければならず、使用

しにくい現状にある。さらに、昼間の国内通

信に適しており、非常通信等にも有効な周波

数帯である。従って、7100-7300の拡大を日

本案としてほしい。 
（個人Ｇ）

 アマチュア業務に対する 7100-7300kHz の

世界的基礎での分配については、既存無線局

への影響及び放送業務への世界的基礎での

分配の必要性を考慮し、諸外国の動向等も注

視しつつ、総合的に検討することが適当と考

えます。 
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議題 1.23 について 
 7MHz 帯周辺の周波数帯は世界的基礎で分

配されるべきだと考える。アマチュア業務及

び放送業務の再編にあたっては多少の困難

や長期の移行期間を設けることとなったと

しても、世界的に統一された分配となること

を強く要望する。 
（（社）日本アマチュア無線連盟）

議題 1.23 について 
 7MHz 帯周辺の周波数分配については、世

界的な整合性が必要と思われるので、諸外国

の動向などにも十分配慮した分配となるこ

とを希望する。 
（（財）日本アマチュア無線振興協会）

 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、諸外国の動向

も注視しつつ、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。 
 

議題 1.34 について 
 ヨーロッパの移動通信業界が将来の発展

のための計画をする際には、2500-2690MHz
の帯域全てが将来的に利用可能となると確

信を持って言えなければならないが、これに

関する調整手続きについて述べている条項

9.11 は、長期的に見て、将来この帯域が利用

可能となることを保証するものではなく、ま

た非静止衛星が広範囲に渡り干渉を引き起

こす可能性もある。IMT-2000 は、地球的規

模のものであり、IMT-2000 がうまく行き続

けるかどうかは、IMT-2000 が主要市場の全

てにおいて、発展し得るかどうかということ

に係っている。よって、議題 1.34 に関して妥

協点を見出し、それにより 2630-2655MH の

帯域を、日本は音声放送用非静止衛星の用途

に、そして同時にヨーロッパが IMT-2000 の

用途に利用できるよう願っている。 
（ボーダフォン アジア パシフィック地域）

 2630-2655MHz 帯は、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てお

ります。 
 

議題1.38について 
 432-438MHz帯への地球探査衛星（能動）

業務の分配は、当該帯域にはアマチュア業

務、アマチュア衛星業務の無線設備が多数存

在し、分配により両者使用不能となる恐れが

あるため、反対する。 
（個人Ａ）

議題 1.38 について 
 当該周波数帯にはアマチュア業務の無線

局数の多い周波数帯が含まれており、大きな

影響を与える恐れがあるため、アマチュア業

務周波数帯に地球探査衛星業務を分配しな

いことを希望する。 
（個人Ｈ）

 この帯域において地球探査衛星業務に追

加分配を行うことについては、ITU-Rにおい

て承認された共用条件に関する勧告に従う

ことにより既存業務との共用が可能である

と考えるため、支持して差し支えないと考え

ております。 
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議題 1.38 について 
 この周波数帯における地球探査衛星（能

動）に対する追加分配に積極的には賛成でき

ないが、国連環境開発会議での認識等に鑑

み、二次業務3であり、かつ、ITU-R 勧告

SA.1260改定案にある共用基準の遵守が義務

づけられるのなら、許容できると思われる。

（（社）日本アマチュア無線連盟）

（同上） 

議題 1.38 について 
 432-438MHz帯は、日本においてはアマチ

ュア業務が一次業務であり、多くの局が使用

しているだけでなく、月面反射通信用あるい

は衛星通信用の専用周波数帯が含まれてい

るため、これらの周波数はアマチュアの間で

も特に保護されている周波数である。従って

アマチュアバンド内の432-438MHzを分配す

る案には断固として反対し、420-430MHzな
いし440-450MHzのいずれかから6MHz幅を

二次業務として分配することを提案するよ

う求める。 
（個人Ｃ）

 420-470MHz帯におけるITU-Rにおける共

用条件の検討により432-438MHz帯が地球探

査衛星業務への候補帯域となったことを受

け、この帯域において地球探査衛星業務に追

加分配を行うことについては、ITU-Rにおい

て承認された共用条件に関する勧告に従う

ことにより既存業務との共用が可能である

と考えるため、支持して差し支えないと考え

ております。 
 

議題 1.38 について 
 技術的検証が影響ある団体に既に公開さ

れ、それが混信を生じないレベルと共通の認

識ができている場合は、認めると言えるかも

しれないが、実際はそうでないと思われる。

まずは、技術的検証を行い、利害関係にある

団体の了承の上、本議題を議論するべきと思

われる。従って、本議題はペンディングまた

は反対するべきと考える。 
（個人Ｇ）

 420-470MHz帯については、ITU-Rにおいて

技術的検討が行われ、既存業務に影響を与え

ないための共用基準を定めた勧告が作成さ

れているところです。 
 この勧告における共用条件につきまして

は、アマチュア関係者を含めた有識者にもご

検討をいただいたところです。これらを踏ま

え、我が国としては、この勧告に従うことを

条件に地球探査衛星業務に追加分配を行う

ことを支持して差し支えないと考えており

ます。 
 

その他、本件意見募集に関係のない意見等が１件ありました。 
 
                                                  
1 PPDR（Public Protection and Disaster Relief）：緊急事態や災害時の救援。 
2 第Ｘ地域（Ｘは１から３の数字）：周波数分配のため、世界を３つの地域に区分したもの。第１地域

は欧州、アフリカを中心とする地域。第２地域は南北アメリカ（米州）を中心とする地域。第３地域は

アジア、太平洋地域を中心とする地域。 
3 二次業務：一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならないとともに、一次業務の局からの有害な

混信に対して保護を要求することができない業務。 


