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ＷＲＣ－０３に対する日本提案 

総務省は平成 15 年（2003 年）6 月から 7 月に開

催される国際電気通信連合（ITU）世界無線通信会

議（WRC-03：World Radiocommunication Conference 

2003）に対する日本提案策定に当たっての考え方を

策定しましたので公表します。 

WRC-03 は、5GHz 帯無線アクセスシステムへの周

波数分配など、各周波数帯の利用方法、衛星軌道の

利用方法、無線局の運用に関する各種規定、技術基

準など国際的な電波秩序を規律する無線通信規則を

改正する会議であり、平成 15 年（2003 年）6 月 9

日から 7月 4日まで、スイス連邦のジュネーブにお

いて開催される予定です。 

これまで総務省では、ITU における検討に寄与す

るとともに、暫定見解を策定し、アジア・太平洋電

気通信共同体（APT）における共同暫定見解の策定

等に寄与してきました。 

今後、総務省では、WRC-03 に向けて日本提案を策

定していきますが、これに先立ち、別紙３のとおり

日本提案策定に当たっての考え方を策定しましたの

で、公表します。 

この考え方について、電子メール等により広くご

意見を受け付けることとしましたので、提出者の氏

名及び連絡先を明記の上、次のあて先まで、平成 15

年 1 月 23 日（木）午後 5時必着にてご意見をお寄せ

ください。（日本語でご作成願います。） 

皆様からいただいたご意見は、ITUにおける検討、

各国の動向などとともに、総務省が日本提案を策定

する際の参考とさせていただきます。 

なお、お寄せいただいた意見については、それに

対する総務省の考え方を取りまとめて公表します。

その際、意見を提出していただいた方の氏名（法人

については名称）その他属性に関する情報も公表す

ることがありますので、あらかじめご了承願います。  

☆☆ 2003 年世界無線通信会議の概要 ☆☆ 

１：会議名称 

World Radiocommunication Conference 2003

（WRC-03）（2003 年世界無線通信会議） 

２：会議目的 

世界無線通信会議（WRC：World Radiocommunication 

Conference ） は、国際電気通信連合（ ITU ：

International Telecommunication Union）の無線

通信部門の会議であり、各周波数帯の利用方法、衛

星軌道の利用方法、無線局の運用に関する各種規定、

技術基準等をはじめとする国際的な電波秩序を規律

する無線通信規則（Radio Regulations）を改正し、

また、世界的な性質を有する問題を取り扱うことを

目的として、通常 2年から 3年に一度開催される。 

３：開催期間 

平成 15 年（2003 年）6月 9日（月）から 7月 4日（金）

まで 

４：開催場所 

スイス連邦 ジュネーブ 

５：参加人数 

150 か国、3000 名程度を想定 

☆☆日本提案策定に当たっての考え方☆☆ 

抜粋 アマチュア無線関係 

議題 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 1.23 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 1.38 420-470MHz における地球探査衛星（能動）

業務への分配の検討 

議題 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 
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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。 

議題 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。 

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。 

 

新製品 
 

 

品   名：HF オールバンド+50MHz トランシーバー 

型   名：ＩＣ－７０３  

発売時期：２００３年１月下旬予定 

価   格：￥９９,８００(税別) 



 2003 年   2 月  1 日 発行 第 08 号   通刊 196 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page３ 

アイコム株式会社(代表取締役社長 井上徳造)では、

アマチュア無線用 HF オールバンド+50MHz トランシー

バー IC-703 を 1 月下旬に発売します。 

新製品の IC-703 は、このクラスでは、外部接続が常

識となっているオートアンテナチューナーをコンパクトボ

ディ(W167×H58×D200mm)に世界で初めて※内蔵。

さらに DSP ユニットの標準装備によりノイズリダクション

機能をはじめとした各種デジタル機能を実現しています。

また、新開発の低省電力設計 PA 部の搭載により、

DC9.6V でも送信出力 5W を実現しています。さらに外

部バッテリー(オプション)とマルチバッグ(キャリングケー

ス、オプション)を用意し、ホームユースをはじめ、車載、

アウトドアと言ったマルチユースに対応していますので、

さまざまなロケーションで運用できます。 IC-703 は

QRP 機としての位置付けを狙って開発し、本格的な

QRP 運用に特化した充実の機能群を搭載するとともに、

フィールド運用(屋外運用)を強力にサポートするオプシ

ョン群を取りそろえた製品に仕上がっております。QRP

マニア層はもちろんのこと、出力制限のあるアマチュア

無線の入門者に至るまで、幅広いユーザー層をターゲ

ットを狙った製品です。 

※市販のアマチュア無線機器で、本体容積 2000cc 以

下、2003 年 1/10 現在、当社調べ 

セールスポイント 

1.9～50MHz 帯までカバーするハイパーアンテナチュ

ーナーを内蔵。 

受信 DSP ユニットを標準装備。 

新設計の省エネ PA 部。 

高感度高音質&受信部。 

周波数安定度±0.5ppm 以下の TCXO を標準装備。 

充電式バッテリーパックとマルチキャリングバッグをご

用意。(オプション) 

用語説明･･･QRP運用とは、5W以下の小出力で交信を

楽しむ運用形態。(一般的な出力は第 4 級アマチュア無

線技士では、10～20W、第 1 級アマチュア無線技士で

は 100～1000W 程度)  

おもな特長 

1.9～50MHz 帯までカバーするハイパーオートアンテ

ナチューナー内蔵 

このクラスでは外部接続が常識のハイパーオートアンテ

ナチューナーをコンパクトボディに内蔵。整合範囲は、

HF 帯で、16.7Ω～150Ω。これによりフィールド運用や車

載運用時など、有効周波数帯の狭い短縮型アンテナを

接続した時に絶大な威力を発揮します。  

DSP ユニット標準装備 

受信信号をデジタルに変換後、ノイズ成分と、信号成分

を分離して、目的信号を浮かび上がらせるデジタルノイ

ズリダクション機能を標準装備。さらに、CW、RTTY 信

号などの混信を自動的に除去するオートノッチフィルタ

ー機能も搭載しています。  

周波数安定度±0.5ppm 以下の TCXO を標準装備 

通常このクラスではオプション扱いの TCXO(高安定度

水晶発振器)を標準装備。これにより、±0.5ppm 以下と

いう抜群の周波数安定度を実現しています。特に高い

周波数安定度が求められる RTTY や SSTV 等のデジタ

ル系モードにおいても、安定した通信が行えます。  

新設計の省エネ PA 部 

HF オールバンド＋50MHz 帯をひとつの PA でカバーし

ながらも、低電圧/低消費電流を実現しています。

13.8V 接続時には全バンド 10W(AM モードは 4W)でカ

バー、9.6V 接続時でも、全バンド 5W 出力(AM モードは

2W)を得ることができます。  

高感度受信部 

受信感度は、HF 帯 －16dBu(10dB S/N)、50MHz 帯 

－18dBu(10dB S/N)に達し、最高級固定機と同等のス

ペックを達成。また、IC-706MKⅡG で蓄えた技術を余

すところなく受け継いだ受信部により聞きやすく、厚み

のある受信音で魅了します。  

フィールド運用を実現するオプションの外部バッテリー

&一体型キャリングケース(マルチバッグ) 

手軽にアウトドアでの運用を実現する大容量充電式バ

ッテリーパック<9.6V/2800mAh>をオプション設定。さら

に、本体と外部バッテリーパックやマイクロホン、ログブ

ック等を一緒に収納できるマルチバッグも用意していま

すので、歩きながら運用を楽しむことができます。  

 

カタカナ語 

氾濫しているカタカナ語を列記してみました。 

理解できる言葉はいくらぐらいありましたか？。 

アイテム：品物、品目、項目、種目・題目 

アイデンティティー：らしさ・存在意義 

アセスメント：影響査定、評価、事前評価、検討、査

定 

アメニティー：快適性、快適さ・心地よさ 

インキュベーション：新企業独立育成、育成、発想の

模索、起業支援 

インサイダー：利害関係者、内部、内部利害関係者 

インセンチイブ：報奨、場面によっては出来高払い、

誘因、動機づけ、 

インパクト：強調・印象（福原） 

インフォームドコンセント：告知同意、患者の事前同意、

納得治療、医療権利と義務、説明済合意 

インフラ：基幹整備、社会資本、基盤・基礎、大動脈 

エクスキューズ：弁明、言い訳、弁解 

オピニオン：見解、場面によっては世論、意見、世

論 

オンライン：直結 

グランドデザイ：大規模計画、大構想・基本構想、全

体構想、大計画・ビッグプラン、基本戦略、基本デ

ザイン 

グローパリゼーション：地球化 

コラボレーション：合作、協力、提携・連携、協働 

コンセプト：構想・基本概念、基本理念 

シェア：占有度・分け前、占有率、比率 

シフト：布陣・移る、転換・連携 

スキーム：計画、プラン・組織・プロジェクト、仕

組み・手順、段取り 

スタンス：立場、位置づけ、 
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セーフティネット：安全対策綱、安全綱、社会的安全

綱、雇用対策 

セキュリティー：安全、安全保障、安全確保・秘密保

持 

タスクフォース：企画推進特別チーム、プロジェクト

チーム、実働部隊、任務隊・特命部隊、専門調査グ

ループ、特別編成チーム 

ダンピング：投げ売り、安売り 

デリパリ：出産・投球、配達、お届け 

トラウマ：心傷、心的外傷、心の傷 

トレンド：傾向、流行、はやり 

ノーマライゼーション：正常なる共生、正常化、非特

別扱い、標準化、共生化 

バーチャル：仮・仮想、仮想の、架空 

ハザードマップ：緊急避難地図、災害予想図、災害予

測図・災害予測図、避難地図 

バックアップ：予備、支援、後方支援 

パリアフリー：障害者用、障壁なし 

フォローアップ：後（あと）処理、後援 

ブレーク：変化、休止・中止 

プレゼンテーション：発表、基調報告、提案 

フロンティア：前線 

モチベーション：動機、動機付け、やる気 

モラトリアム：適応拒否、一時的停止・支払い猶予期

間、猶予 

ライフライン：命綱、生活基本線、都市動脈・必需施

設 

リストラ：企業再編、再構築・再活性、首切り・組織

替え 

レシピ：処方、料理法、調理法、処方箋・秘訣 

レンジャー：監視員、警備隊・特殊部隊 

ワークシェアリング：仕事の分 

 

節分と豆まき 

  節分とは 

 元来、節分とは「季節を分ける」ことから「節分」

です。現在では節分といえば立春の前日だけを指す

ようになりましたが、季節の始まりを示す立春、立

夏、立秋、立冬の前日はいずれも節分なのです。 

 現在のように立春の前の節分が特にありがたがら

れる理由ですが、旧暦の時代では「立春正月」など

といい、一年の始まりを立春付近に求めたことから、

その前日は年の最後の日という意味合いを持ったと

考えられます。このように年を分ける「節分」とい

うことでたの３つの節分より重要な位置を占めたの

ではないでしょうか（旧暦でも本当は「立春」が必

ず正月にあるわけではありませんので、この点はご

注意ください）。 

節分と豆まき 

 節分の日には、炒った豆を年神に供えたあと、そ

の豆を年男（その年の干支の生まれ）が「鬼は外、

鬼は外、福は内」呼ばわりながら蒔きます。このと

き蒔かれた豆を自分の年の数だけあるいは、年の数

＋１だけ拾って食べ、一年の無病息災を願う風習が

あります。 

 この「鬼は外」については、中国から渡来し宮中

で行われていた「追儺（ついな）」の行事と寺社が

邪気をはらうために行った「豆打ち」の儀式が融合

したものだといわれます。追儺は「弓矢などで悪鬼、

厄神などを追い払う行事」で、年の暮れに行われて

いました。豆打ちは豆まきともいわれ、その言葉通

り豆やカチグリを蒔いたもので、節分の日に行われ

ました。 

なぜ豆を蒔く？ 

 穀物や、果実には「邪気を払う霊力」があると考

えられており、豆を蒔くことで豆の霊力により邪気

を払い、福を呼び込むと考えたのでしょう。 

 豆とは違いますが、イザナギが黄泉の国の亡者を

追い払うのに桃を投げつけるなどの神話も、穀物や

果実の霊力によって邪気を払うという点で同根の話

でしょう。 

イワシの頭 

 「鰯（いわし）の頭も信心」などといわれる鰯の

頭を焼いて、ヒイラギの枝に刺し、家の入り口に差

す風習があります。これも節分の日。これは鰯の頭

の悪臭で、邪気が家に入るのを防ぐという意味があ

ります。「邪気」も悪臭は苦手と見えます。 

恵方を向いて、太巻きを食べる？ 

 関西では、節分の日に「恵方を向いて太巻きを食

べます。 

どんないわれがあるのか、と思えば実は海苔屋

さんの宣伝。昭和 30 年代に海苔の需要拡大にと考

えつかれたとか。ま、チョコレートとバレンタイン

デーみたいなもの。 

太巻きの中のキュウリを「青鬼」。ニンジンや生

姜を「赤鬼」に見立てて、「節分に鬼をやっつけて

しまう」ということとか。因みに恵方は、その年の

歳徳神（吉神）が鎮座する方向。 

今年は戊・癸の年で方角は丙（巳午の間）、南南

東になります。 

巻寿司を使うのは「福を巻き込む」からで、「縁

を切らない」ために丸ごと食べるようになったよう

です。 

 

インフルエンザに注意 

インフルエンザは、インフルエンザにかかった患

者の咳（せき）などで空気中に拡散されたウイルス

を鼻腔や気管など気道に吸入することによって感染

します。インフルエンザが流行してきたら、人混み

は避けましょう。特に高齢者や慢性疾患を持ってい

る人や、疲れていたり、睡眠不足の人は、人混みや

繁華街への外出を控えましょう。罹患したとき重症

化する可能性が高くなります。 

空気が乾燥すると、インフルエンザに罹患しやす

くなります。外出時にはマスクを利用したり、室内

では加湿器などを使って適度な湿度を保ちましょう。 

常日ごろからバランスよく栄養をとることも大切

です。 

帰宅時のうがい、手洗いは、かぜの予防と併せて

おすすめします。 


