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意見募集 

総務省が、周波数割当計画等の一部を変更

する告示案に係る意見募集をしています。 

・3.8MHz 帯等におけるアマチュア業務用の周波数

の拡大について 

 総務省は、平成 20 年２月６日付けの報道発表で、

周波数割当計画等の一部を変更する告示案に係る

意見の募集を同日から平成 20 年３月７日（金）の間、

募集しています。 

 今回の周波数割当計画等の一部を変更する告示

案は、3.8MHz 帯等におけるアマチュア業務用の周

波数の拡大についてのものです。 

 

 今回の告示案は、下の図のように、 

 
 

・3.5MHz 帯に、3599kHz～3612kHz の周波数幅

13kHz の区分、および 3680kHz～3687kHz の周波数

幅 7kHz の区分を追加  

・3.8MHz 帯に、3702kHz～3716kHz の周波数幅

14kHz の区分を追加、さらに 現在割り当てられてい

る、3747kHz～3754kHz の周波数幅 7kHz の区分を

3745～3770kHz の周波数幅 25kHz に拡張する 

（3.8MHz帯の、3791kHz～3805kHzの周波数幅は現

状どおりです） というものです。 

 

参考資料*********************************** 

 

 

周波数割当計画（平成十二年郵政省告示第七百四

十六号）の一部を変更する告示案  

新旧対照表  （二重下線部分が変更箇所） 

変 更 案 
第２ 周波数割当表 

第１表 9kHz－27500kHz 

国内分配(kHz)(4) 無線局の目的(5)
周波数の使

用に関する

条件(6) 

（略) （略) （略) （略) 

3230-3400

固定 

移動（航空移

動を除く。） 

公共業務用 

一般業務用 
 

（略) （略) （略) （略) 

3575-3599

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

公共業務用 

一般業務用 
 

3599-3612 アマチュア 
アマチュア業務

用 
 

3612-3680

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

公共業務用 

一般業務用 
 

3680-3687 アマチュア 
アマチュア業務

用 
 

3687-3702

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

公共業務用 

一般業務用 
 

3702-3716 アマチュア 
アマチュア業務

用 
 

3716-3745

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

公共業務用 

一般業務用 
 

3745-3770 アマチュア 
アマチュア業務

用 
 

3770-3791

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

電気通信業務用

公共業務用 

一般業務用 

 

（略) （略) （略) （略) 

3950-4000 固定 
公共業務用 

一般業務用 
 

（略) （略) （略) （略) 
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変 更 前 
第２ 周波数割当表 

第１表 9kHz－27500kHz 

国内分配(kHz)(4) 無線局の目的(5) 
周波数の使

用に関する

条件(6) 

（略) （略) （略) （略) 

3230-3400 

固定 

移動（航空移

動を除く。） 

公共業務用 

放送事業用 

一般業務用 

 

（略) （略) （略) （略) 

3575-3747 

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

公共業務用 

放送事業用 

一般業務用 

 

    

3747-3754 アマチュア 
アマチュア業務

用 
 

3754-3791 

固定 

移動（航空移

動 （ R ） を 除

く。） 

電気通信業務用 

公共業務用 

一般業務用 

 

（略) （略) （略) （略) 

3950-4000 固定 

公共業務用 

放送事業用 

一般業務用 

 

（略) （略) （略) （略) 

 

アマチュア局が動作することを許される周波数帯を

定めた件（昭和五十七年郵政省告示第二百八十号）

の一部を変更する告示案 

新旧対照表（下線部分が変更箇所） 

変更案 

指定周波数 動作することを許される周波数帯 
１ （略） （略） 

２ 3,537.5 kHz 
3,500kHz か ら 3,575kHz ま で 、

3,599kHz から3,612kHz まで及び

3,680 kHz から 3,687kHz（注１） 

３ 3,798 kHz 

3,702kHz か ら 3,716kHz ま で 、

3,745kHz から3,770kHz まで及び

3,791kHz から 3,805kHz まで（注

１） 
（略） （略） （略） 

注１ この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同一の目的で

行われる宇宙無線通信の業務に使用することはできない。た

だし、次に該当する場合であつて、国際電気通信連合憲章に

規定する無線通信規則第５条の周波数分配表（以下「国際周

波数分配表」という。）に従つて運用しているア 

マチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、

この限りでない。 

(1)～(4) (略) 

２～５ (略) 

変更前 

指定周波数 動作することを許される周波数帯 
１ （略） （略） 

２ 3,537.5 kHz 
3,537.5 kHz 3,500kHz か ら

3,575kHz まで（注１） 

３ 3,798 kHz 
3,798 kHz 3,747kHz か ら

3,754kHz まで及び3,791kHz から

3,805kHz まで（注１） 
（略） （略） （略） 

注１ この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同一の目的で

行われる宇宙無線通信の業務に使用することはできない。た

だし、次に該当する場合であつて、国際電気通信連合憲章に

規定する無線通信規則第Ｓ５条の周波数分配表（以下「国際

周波数分配表」という。）に従つて運用しているアマチュア業

務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りで

ない。 

(1)～(4) (略) 

２～５ (略) 

 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別を定める件（平成十五年総務省告示第

五百八号）の一部を変更する告示案  

新旧対照表（下線部分が変更箇所） 

変更案 

１ 1,810kHz から10.5GHz までの周波数 

周波数帯の別 
使用電波の型式及び周波数 

電波の型式 周波数 
（略) （略) （略) 

3,500kHz から 

3,575kHz まで 

Ａ１Ａ 
3,500kHz から 

3,520kHz まで 

Ａ１Ａ Ｆ１Ｂ Ｆ

１Ｄ 

Ｇ１Ｂ Ｇ１Ｄ 

3,520kHz から 

3,525kHz まで 

すべての電波

の型式(1) 

3,525kHz から 

3,575kHz まで(2)

3,599kHz から 

3,612kHz まで及び 

3,680kHz から 

3,687kHz まで 

すべての電波

の型式(1) 

3,599kHz か ら

3,612kHz まで(2)

及び 

3,680kHz か ら

3,687kHz まで(2)

3,702kHz から 

3,716kHz まで及び 

3,745kHz から 

3,770kHz まで 

すべての電波

の型式(1) 

3,702kHz か ら

3,716kHz まで(2)

及び 

3,745kHz か ら

3,770kHz まで(2)

（略) （略） （略） 

注１ (1)は、占有周波数帯幅が6kHz 以下のものに限る。 

注２ (2)は、直接印刷無線電信（以下、「ＲＴＴＹ」という。）及び

データ伝送を行う場合を除く。た 

だし、7,030kHz から7,045kHz の周波数は、外国のアマチュ

ア局と通信を行う場合に限りＲＴＴ 

Ｙ及びデータ伝送にも使用することができる。 

注３～注23 (略) 

２ １以外の周波数 

(略) 

変更前 

１ 1,810kHz から10.5GHz までの周波数 

周波数帯の別 
使用電波の型式及び周波数 

電波の型式 周波数 
（略) （略) （略) 

3,500kHz から 

3,575kHz まで 

Ａ１Ａ 
3,500kHz から 

3,520kHz まで 

Ａ１Ａ Ｆ１Ｂ Ｆ

１Ｄ 

Ｇ１Ｂ Ｇ１Ｄ 

3,520kHz から 

3,525kHz まで 

すべての電波 3,525kHz から 
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の型式(1) 3,575kHz まで(2)

3,747kHz から 

3,754kHz まで 

Ａ１Ａ Ｈ３Ｅ Ｊ３

Ｅ 

Ｒ３Ｅ 

3,747kHz から 

3,754kHz まで 

（略) （略） （略） 

注１ (1)は、占有周波数帯幅が6kHz 以下のものに限る。 

注２ (2)は、直接印刷無線電信（以下、「ＲＴＴＹ」という。）及び

データ伝送を行う場合を除く。た 

だし、7,030kHz から7,045kHz の周波数は、外国のアマチュ

ア局と通信を行う場合に限りＲＴＴ 

Ｙ及びデータ伝送にも使用することができる。 

注３～注23 (略) 

２ １以外の周波数 

(略) 

 

東芝が「ＨＤ ＤＶＤ」撤退 

規格争いはブルーレイに一本化 

東芝<6502.T>は１９日、新世代ＤＶＤ規格「ＨＤ ＤＶ

Ｄ」に関連する大半の事業から撤退する方針を正式

に発表した。ＨＤ方式のプレーヤーとレコーダーは開

発・生産を中止し、３月末をメドに販売を含む事業を

終了する。 

 西田厚聡社長は同日夕、本社で会見し、米映画大

手ワーナー・ブラザーズがＨＤ方式から離反し、競合

規格「ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）」の単独支持に回っ

たことで、「事業を継続すると消費者に迷惑をかける

し、競争上も勝ち目はないと判断した」となどと、撤退

する理由を説明した。 

 同社はパソコンやゲーム機向けのドライブ（駆動装

置）の量産も終了するが、ＨＤ方式のドライブを内蔵

した東芝ブランドのパソコンは今後、市場ニーズを踏

まえ、パソコン事業全体の中で位置付けを検討すると

している。ソニー<6758.T>や松下電器産業<6752.T>

などが推進するＢＤ方式のレコーダー、プレーヤーを

発売する意向について西田社長は、「現時点では全

くない」と否定した。青森県五所川原市にある国内の

製造拠点については、東芝グループの他の事業で

活用を検討するという。 

 ＨＤ方式を支持するパラマウント・ピクチャーズやユ

ニバーサル・ピクチャーズといった米映画大手に対し

ては、撤退の方針を説明したという。今後の新作映画

ソフトの供給については「どういう決定がされるかは、

私からは言えない」（西田社長）としている。ただ、こ

れまでＨＤ方式を主導してきた東芝がハード機器の

生産、販売を止めれば、ＨＤ方式の新作映画ソフトな

どの供給が打ち切りとなるのは確実とみられる。 

 ＨＤ方式のプレーヤーは２００６年３月に発売開始さ

れた。国内限定のレコーダーを含めたこれまでの販

売台数は約１００万台。内訳は、プレーヤーが７０万

台、レコーダーが２万台、米マイクロソフト<MSFT.O>

のゲーム機「Ｘｂｏｘ３６０」に接続するドライブが３０万

台（推定）。このほか、パソコン用ドライブがこれまで７

０万台程度販売された。これらのユーザーは、従来方

式のＤＶＤをみることはできるが、ＨＤ方式による高画

質の映画ソフトなどは、新作が打ち止めとなれば、既

存の作品（国内約２００タイトル、世界で約１０００タイト

ル）を除くと、再生・視聴ができなくなる。 

 

 東芝は、購入者に

はコールセンターの

回線を増強するなど

で対応にあたるが、損

害賠償には応じない

方針だ。今後、不利

益を被る購入者が、

同社を訴えるリスクも

想定されるが、西田

社長は「米国は訴訟

社会で、集団訴訟は考えられる」としながらも「当社は

ハードを販売し、ソフトは映画会社などが作っている。

この責任を全て持って製品を提供しているわけでは

ない。（訴訟リスクには）十分対抗できるのではない

か」との認識を示した。 

 また、撤退に伴う損失額については「不確定な要素

が多く、現時点では詳細は話せない」（西田社長）と

している。事業撤退に伴う収益上の影響としては、大

幅な営業赤字とみられるＨＤ事業から撤退することで、

２００８年度以降は同社の営業収支にはプラス要素と

なり、０７年度中に大半の費用を計上すれば、０８年

度中には営業外収支へのマイナス影響も抑えること

できる見込みだ。この点について西田社長は「０８年

度は大枠としてはそうなる」と述べた。 

 

ダビング１０ 

地デジ番組録画 複製回数を拡大 ６月２

日から新制度移行へ 

 放送局や家電メーカーによるデジタル放送推進協

会（Ｄ－ｐａ）は、地上デジタル放送番組の記録を録

画１回と複製９回まで認める新制度「ダビング１０」の

運用を、今年６月２日からスタートする方針を固めた。

１９日開かれた情報通信審議会（総務相の諮問機

関）の委員会で公表した。 

 ６月２日午前４時以降、ダビング１０対応録画機器

向けにソフトウエアを更新し、複数回の記録を可能に

する。 

 現行制度では、地デジ番組の録画は１回限り（コピ

ーワンス）だが、同委員会は視聴者の利便性やデジ

タル放送関連機器の普及などを考慮して昨年７月、

規制緩和の方針を示していた。 

 

ダビング 10 の動作例 

出力先 主な保護方

式 
出力時の CCI ステ

ータス 

アナログ映像(D CGMS-A マ COG APS 値継承 
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端子など) クロビジョ

ン 

HDMI HDCP 
視聴のみ可 視聴

機器にのみ出力限

定 

DVI HDCP 
視聴のみ可 視聴

機器にのみ出力限

定 

アナログ RGB なし なし 

光デジタル音声 SCMS COG 

Bluetooth(音声) SCMS-T COG 

IEEE 1394 DTCP NMC( 通 常 出 力 )
Move-mode(コピー)

IP DTCP NMC( 通 常 出 力 )
Move-mode(コピー)

内蔵リムーバブ

ルメディア 種々 記録先で NMC 

【録画の新ルールの呼称】 

コピー９回＋ムーブ 1 回 （ダビング１０） 

（注）ダビング１０の読み方は、「ダビングテン」です  

【表記方法】 

・ コピー９回＋ムーブ 1 回（ダビング１０） 

・ ダビング１０（コピー９回＋ムーブ１回） 

・ ダビング１０ 

 

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 12 月 512,682 

 11 月 514,332 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,650 局 

   

地方局  総計 

総無線局数 512,682 

北海道 
無線局数 45,431 

比率(%) 8.9 

東 北 
無線局数 50,815 

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 136,278 

比率(%) 26.6 

信 越 
無線局数 22,521 

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,317 

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 71,998 

比率(%) 14.0 

近 畿 無線局数 62,010 

比率(%) 12.1 

中 国 
無線局数 36,891 

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 22,775 

比率(%) 4.4 

九 州 
無線局数 47,072 

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,574 

比率(%) 0.5 

 

改正迷惑メール規制法 

迷惑メール、罰金３０倍の３千万円に 総務省

が法改正案 

 増える一方の迷惑メールに歯止めをかけるため総

務省は、受信者から事前の了解を得ていない広告メ

ールの送信を禁止し、発信者への罰金を最大で現

行の３０倍の３０００万円とするなど規制を強める方針

を決めた。海外の規制当局との連携も強める。特定

電子メール送信適正化法（迷惑メール規制法）の改

正案として、月内に今国会に提出する。 

 現在、受け手の事前了解がない広告メールには、

件名に「未承諾広告※」と記すことを義務づけている

が、こうしたメールも一律に禁じる。発信元を特定する

ため、通信事業者に発信者情報の提供を求められる

ことも法改正に盛り込む。懲役刑は現行の「最大１

年」を据え置くが、罰金の増額で抑止効果を狙う。 

 国内のパソコンに届く

迷惑メールの９割が海

外発とされるため、現在

は規制対象でない海外

発の迷惑メールも違法

とする。直接の処罰はで

きないが、海外の規制

当局と不審な発信元の

情報を交換し、相互の

取り締まりに結びつけ

る。 

 総務省の研究会などによると、世界を飛び交うメー

ルは１日に数十億通とも言われ、その７～８割は迷惑

メールとみられる。受信者が迷惑メールの削除にか

かる手間など経済損失は、日本国内だけで年間７００

０億円に達するとの試算もある。 

 総務省は、０２年に特定電子メール法を制定。法改

正で、０５年１１月からは他人名義や架空アドレスによ

る発信者情報の偽装を刑事罰の対象にした。だが、

発信元の特定は難しく、摘発例は２年余りで４件にと

どまる。 

 ただ、今回の規制強化で効果がどの程度上がるの

かは不透明だ。 

 


