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無線局免許情報の公表を開始 

総務省は、無線局の免許に係る情報の提供について

平成１３年度から検討を行ってきましたが、今般、電波

法及び電波法施行規則の改正手続きを終え、平成１５

年(2003 年)３月１７日からインターネットによる無線局免

許情報の公表を開始しました。 

 これは、近年における、電波の逼迫状況の深刻化等に

対処するため、無線局免許情報の提供制度を拡充する

措置の一環として実施するもので、民間における電波

利用の一層の円滑化を図ることとしたものです。 

公表するホームページの検索方法等については、以下

のとおりです。 

公表開始日時： 

平成１５年３月１７日（月）午前１０時から 

検索方法： 

電波利用ホームページの「無線局情報検索」を選択し、

「無線局免許情報検索」で可能となります 

http://www.tele.soumu.go.jp/ 

 

無線局免許情報の公表範囲 

Ⅰ 原則 

免許状の記載事項について、以下の項目をインターネ

ット上で原則全て公表。 

1 免許の年月日及び有効期間 

2 免許人の氏名又は名称及び住所 

3 無線局の種別 

4 無線設備の設置場所（市区町村単位） 

5 識別信号（呼出名称を除く。） 

6 電波の型式、周波数ポイント、空中線電力 

7 無線局の目的 

8 通信事項又は放送事項 

9 
通信の相手方（対向局の不公表情報に係るも

のを除く） 

10 運用許容時間 

11 指定無線局数（包括免許に限る。） 

12 運用開始の期限（包括免許に限る。） 

 （注）免許の番号については不公表 

不公表理由： 

①免許の番号：第三者が他人の免許の番号を利用して、

なりすまし等の犯罪を誘発するおそれがあるため 

②設備の詳細設置場所：物理的な破壊活動を誘発す

るおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、

また、プライバシー保護への配慮のため 

③識別信号：識別信号に市区町村名以下の住所を識

別する名称を付与しているものがあるため、また、プライ

バシー保護への配慮のため 

④通信の相手方：対向局の識別信号を不公表とするた

め 

Ⅱ 例外 

１ 全ての項目を不公表※ 

区分 無線局の目的 

①国の安全、外交

等に関わる無線局

及びこれに準ずる

災害対策用の無

線局 

防衛用、外務行政事務用、消防

防災用、水防道路用、水防用、

防災行政用、防災用、防災対策

用、防災相互通信用、運輸関係

災害対策用、消防用、航空保安

用、航空機製造修理事業用、外

交用 

②犯罪の予防等・

取締り等に関わる

無線局 

警察用、検察用、海上保安用、

国会事務用、電気通信監理用、

矯正管理用、入国管理用、公安

調査用、税関用、国税用、検疫

用、麻薬取締用、労働基準監督

用、漁業指導監督用、郵政監察

用、非常警報用、貨物自動車運

送事業用（現金・有価証券等の安

全輸送）、警備保障用 

不公表理由： 

国の安全、外交、犯罪の予防及び行政機関による監

査・取締り等に支障を及ぼすおそれがあるため。 

※上記①及び②の無線局のほか、特に総務大臣が公

表することが適当でないと認めるものとして、金融事業

用の無線局等がある。 
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２ 周波数のポイントを不公表（概要（周波数帯）の

み公表） 

区分 無線局の目的 

①※上記１以外の無線局

であって、人の生命や安

全又は公共の安全の確保

に密接に関わる無線局 

鉄道事業用、軌道用、電

気事業用、ガス事業用 

②取材等を目的とした無

線局 

新聞通信用、放送事業

用､有線テレビジョン放送

事業用､電気通信役務利

用放送事業用 

不公表理由： 

電波妨害等を誘発し、人の生命や安全、公共の安全の

確保に密接に関わる活動及び取材活動に支障を及ぼ

すおそれがあるため。(なお、周波数の概要情報は、指

定されている周波数が 1GHz 以上のものについては

1GHz 単位で、指定されている周波数が 1GHz 未満のも

のについては 100MHz 単位で公表) 

※ 上 記 ① の 無 線 局 は 、 指 定 さ れてい る周 波 数 が

500MHz 以下のものに限る。 

３ 免許人の氏名又は名称及び住所を不公表 

無線局の目的： 

デジタルＭＣＡ陸上移動通信又はＭＣＡ陸上移動通信

を行う無線局（陸上移動中継局を除く。）、船舶局（スポ

ーツ・レジャー用又は救難用に限る。）、遭難自動通報

局、航空機局（自家用に限る。）、無線航行移動局、無

線標定移動局（漁業用を除く。）、アマチュア局、簡易無

線局、携帯局（スポーツ・レジャー用に限る。） 

不公表理由： 

特定の個人を識別するおそれがあり、プライバシー保

護への配慮のため。 

参考資料 

◆電波法施行規則の一部を改正する省令案に対し

て提出された意見の要旨及びそれに対する総務省

の考え方◆ 

項目：アマチュア局の公表事項******************* 

意見要旨： 

① アマチュア局の個人情報の公開は、個人の権利や

秘密事項を保護することや個人に不利な形で利用され

るおそれがあることなどから、原則公開しないことに賛成。

（個人）  

② アマチュア局は無責任な運用を抑止するため、「免

許人の氏名又は名称及び住所」を公表する対象として

いただきたい。  

（ＪＡＲＤ、ＪＡＲＬ、個人）  

③ 免許人が詳細な住所公開によって被る不利益が少

なくないことから、住所と常置場所については都道府県

及び市郡町村にとどめるべき。（個人）  

④ アマチュア局に関しての公表項目は、無線局の設

置（常置）場所も含むべき。（個人）  

⑤ 有効期限の公開が必要。（個人）  

⑥ アマチュア局は識別符号（コールサイン）、無線局常

設場所（番地までは不要）、免許されている周波数帯、

電波の型式、電波の出力の情報公開が妥当。（個人）  

⑦ 障害が発生した場合には被障害者近くのアマチュ

ア局でも対策が取れる様に少しでも参考になる免許状

記載事項を公表して頂きたい。せめて呼出符号・モー

ド・出力の公表を希望。（個人）  

⑧ 免許人の従事者資格を公表すべき。（個人） 

総務省の考え方： 

① ご意見のとおりと認識。  

②、③ アマチュア局の免許人の氏名又は名称は、  

・個人識別情報を含むものであり、プライバシー保護の

観点からの配慮が必要であること  

・そもそも多数の免許人による共用が可能な周波数帯

であり、氏名等の公表により電波利用を促進する効果

が乏しいことを踏まえ、原案通り公表しないこととする

ことが適当。  

④～⑦ 今回の省令案では、インターネットで公表する

無線局に関する情報は免許状記載事項としており、御

意見のとおりと認識。なお、アマチュア局については、

上述の理由を踏まえ、氏名、住所等の個人識別情報を

除く周波数ポイント、空中線電力等の部分公表にとどめ

ることとしたところ。  

⑧ 今後の行政運営における参考意見とする。 

項目：アマチュア局の情報公開は一切行わないべき** 

意見要旨： 

① 個人の人権以上に重要な、生命の危険性が伴うア

マチュア局の情報公開は一切行わないべき。（個人）  

② アマチュア局の公開については、包括免許になって

から考えてもらいたい。（個人） 

総務省の考え方： 

①、② 電波は国民共有の資源であり、本来、国民の誰

もが必要に応じて、電波の利用の機会が付与されること

が望ましい。しかしながら、現在、電波の逼迫状況が深

刻化し、電波に対する国民のニーズに必ずしも的確に

対応できない事態が出現することが懸念されているとこ

ろ。  

そこで、今回の制度整備は、詳細な無線局情報を提供

することにより、電波行政の透明性をより一層向上させ

るとともに、新たな電波利用を希望する者が事前に周波

数利用可能性を簡素な手続きで検討できるようにするこ

とにより、民間における電波利用を促進させるもの。  

一方、無線局の免許人は、国民共有の資源である電波

を継続的かつ排他的に使用できる事実上の地位が与

えられている反面、他者には当該電波の使用が制限さ

れているところ。  

このことを踏まえれば、電波の有効利用を促進する利益

を優先し、詳細な免許情報を公表等することによる不利

益については、免許人側が、一定程度、受忍する責務

もあると認識。  

なお、アマチュア等については、  

個人識別情報を含むものであり、プライバシー保護の

観点からの配慮が必要であること、そもそも多数の免許
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人による共用が可能な周波数帯であり、氏名等の公表

により電波利用を促進する効果が乏しいことを踏まえ、

原則として氏名、識別信号、住所等の個人識別情報を

除く周波数ポイント、空中線電力等の部分公表にとどめ

ることとしたところ。 

項目：インターネットによる公表について************ 

意見要旨： 

① アマチュア局の免許情報の公表方法は、書類申請

ではなく、Web ページ上での検索により誰でも容易に情

報が得られるようにして頂きたい。（個人）  

② １局ごとの公開では不法局等の取締りとしては不十

分なのでアマチュア局全体での公開が良い。公開はイ

ンターネットを使用すればよい。（個人）  

③ 情報提供の方法はインターネット上でも行われるべ

き。（個人） 

総務省の考え方： 

①～③ 今回の省令案は、アマチュア局の無線局免許

状記載事項はインターネットで公表することとしている。 

項目：公表に際しての注意*********************** 

意見要旨： 

① 公開に際しては、内容に変更が発生してから実際

の公開情報に反映されるまでの時間について、できる

だけ正確に公表されるべき。また、公開された情報はい

つの時点の内容であるかについて、明記される必要が

ある。（個人） 

総務省の考え方： 

① ご意見のとおりと認識。 

◆電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対

する意見の募集意見提出者の一覧◆ 

（全３７件、順不同） 

（括弧内は別添２で用いる略称） 

 

電気通信事業者（３件） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  （ＮＴＴドコモ） 

西日本電信電話株式会社  （ＮＴＴ西日本） 

東日本電信電話株式会社  （ＮＴＴ東日本） 

 

電気事業者等（４件） 

関西電力株式会社  （関西電力） 

中部電力株式会社  （中部電力） 

電気事業連合会  （電事連） 

電源開発株式会社  （電源開発） 

 

ガス事業者等（３件） 

大阪ガス株式会社  （大阪ガス） 

東邦ガス株式会社  （東邦ガス） 

社団法人日本ガス協会  （ガス協会） 

 

放送事業者等（２件） 

日本放送協会  （ＮＨＫ） 

社団法人日本民間放送連盟  （民放連） 

 

鉄道事業者等（５件） 

大阪高速鉄道株式会社  （大阪高速） 

東海旅客鉄道株式会社  （ＪＲ東海） 

西日本旅客鉄道株式会社  （ＪＲ西日本） 

社団法人日本民営鉄道協会  （民鉄協会） 

東日本旅客鉄道株式会社  （ＪＲ東日本） 

 

その他団体（５件） 

国土交通省  （国土交通省） 

社団法人全国漁業無線協会  （全無協） 

財団法人日本アマチュア無線

振興協会 
 （ＪＡＲＤ） 

社団法人日本アマチュア無線

連盟 
 （ＪＡＲＬ） 

山口県  （山口県） 

その他、個人から提出された意見（１５件） 

 

インターネット公表画面の遷移  

 
無線局検索のトップページ。 

無線局免許情報検索をクリック。 

 
所轄通信局・無線局種選択画面。 

所轄通信局名及び無線局種を選択し、検索ボタンを押

す。 

 



 2003 年   4 月  1 日 発行 第 10 号   通刊 199 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page４ 

検索結果件数表示の画面から、前画面で選択した内容

に合致する免許状の件数が表示され、絞り込むための

条件が指定できる 

 
検索結果一覧表示画面。 

前画面で絞込みを行った結果として、免許状への一覧

が表示される。 

 
無線局免許情報画面。 

前画面の「呼出符号」をクリックすることで、該当の無線

局免許情報が表示される。 

 
ダウンロード画面。 

前画面の「この情報をダウンロード」をクリックすることで、

該当の無線局免許情報が表示される。 

 

新製品 

 

品 名：アマチュア無線用 車載型トランシーバー 

型 名： IC-208(20W タイプ) IC-208D(50W タイプ)  

発 売 日：2003 年 3 月 26 日 

価 格：¥49,800(税別) (20W タイプ) ¥54,800(税別) 

(50W タイプ)  

新製品の IC-208 は、バンド切替式トランシーバーの従

来機である、IC-207(1997 年 1 月国内投入)の操作性、

フロントパネルセパレート方式に加え、新たに 118MHz

～999.990MHz をカバーする広帯域レシーバーを搭載

しています。さらに、フロントパネル部のデザインを一新

し、操作性はもちろんのこと、数字を大型化するなどの

視認性に優れた見やすい表示部を実現しています。基

本性能においては、新しいパワーMOSFET の PA モジ

ュールを採用し、従来機のハイパワータイプでは、

430MHz 帯の出力は 35W が定石であったところを

144/430MHz の両バンドで、高出力 50W を実現してい

ます。 

 

 「プリクラ切手」を発売へ  

郵政事業庁は４月１日の日本郵政公社への移行に伴

い、その場で撮影した顔写真を印刷して発行する写真

付き切手の販売を開始すると発表した。「プリクラ」の切

手版となる。 

４月下旬以降、東京都内の結婚式場やテーマパークな

ど 8 ヵ所に専用機を設置。 

専用機で自分の顔写真を撮影すれば、すぐに切手の

下に顔写真が印刷されたシートが出てくる仕組みだ。 

そのまま、手紙に張れ

ば、「世界で一つの切

手になる」という。価格

は 80 円切手と顔写真

が 4 枚ずつの組み合

わせで、一シート 500

円。 

また、6 月からは全国

の郵便局で、印刷した

い写真を貼り付けて申

し込めば、80 円切手

10 枚の一シート単位

（販売価格 1000 円）で、

自宅に送付する通信販売サービスも行う。事業庁では、

半年から 1 年の試行期間の後、全国各地に専用機を設

置する考えだ。 

------+++++-- 独り言 --++++++-------- 

桜の開花予報が聞こえてきますよね。多分、4 月初

旬には開花していることでしょう。 

桜と言えば宴会がつき物ですが、飲酒運転の罰金が

高額になっています。 

かるく一杯！と思いますが、ここは飲酒運転に気をつけ

て、グ～ツと我慢！ 
  

 


