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「1・17 ひょうご安全の日宣言」全文 

 阪神・淡路大震災から 14 年が経（た）った／私たちは日本と世界の多くの人たちに／地震を経験

する前に教訓を知ってもらいたい 使ってもらいたい／そのように願って 発信し続けてきた 

 阪神・淡路大震災は 野島断層が起こした地震／でも、四川大震災は眠り続けた古い断層が地

震を起こした／岩手・宮城内陸地震は隠れた活断層が起こした地震／東海、東南海・南海地震も

忘れてはいけない 

 地震が起こると多くの人たちが犠牲になる／とくに 高齢者があわてて逃げるのは却（かえ）って

危険だ／震災の教訓を正確に伝えよう 

 私たちは地震多発という地球激動時代に生きている／地球温暖化による ゲリラ豪雨も猛威を振

るった／再び 悲しい思い出を作らないようにしたい／それには被災の教訓を生かして 災害文化を

定着させたい 

 誰でも地震や水害に遭遇する／私たちがこれまで持っていた知恵をもっと活用しよう／それを自

分から家庭から 職場から 地域から発信したい 

 伝えよう もっと伝えよう阪神・淡路大震災の教訓を／活（い）かそう もっと活かそう阪神・淡路

大震災の教訓を／震災の教訓は すべての災害に通じる知恵だから 

 2009 年 1 月 17 日  ひょうご安全の日推進県民会議 

兵庫県、民間企業など１２７団体と個人で構成する「ひょうご安全の日推進県民会議」（会長・井戸敏三県知

事）による「ひょうご安全の日１・１７のつどい」が震災１４年を迎えた１７日、神戸市中央区のＨＡＴ神戸で開かれ

た。同県明石市で被災し、今年新成人となった宮本直輝さん（２０）と小西香織（かおる）さん（２０）が「震災の

経験をいかし、そこから学んだ助け合いの大切さや将来の災害への備えの必要性を伝えていかなければな

らない」と「県民のことば」を述べた。 

 

 

答申及び意見募集の結果の詳細 

無線設備規則の一部を改正する省令案等に

係る電波監理審議会答申及び意見募集の結

果 

  総務省は、デジタル特定ラジオマイクの導入及び

アマチュア局に関する規定の整備のため、無線設備

規則の一部を改正する省令案、特定無線設備の技

術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する

省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示

案（以下、「諮問省令案」という。）について、本日、電

波監理審議会(会長: 濱田 純一 東京大学 副学

長)から原案が適当である旨及びアマチュア局に関

する追加の規定整備が必要である旨の答申を受けま

した｡ 

  また、諮問省令案及びそれに関係する省令案等

について、平成 20 年 11 月 13 日(木)から同年 12 月

12 日(金)までの間､意見募集を行ったところ、82 者か

らご意見をいただきました｡ 

なお総務省では、本件答申及び意見募集の結果

を踏まえ、省令等（関係省令等を含む）を改正する予

定としています。 

【２．アマチュア局に関する規程の整備に対する意見】 

【社団法人 日本アマチュア無線連盟】【個人】１名 

電波法第３１条で、原則として周波数測定装置の備付け義
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務を課しており、省令により一定の条件を満たすアマチュ

ア局は、周波数測定装置の備付けが除外されているが、今

般の無線設備規則改正案による 135kHz 帯の周波数の許容

偏差は、省令の条件を満たさず周波数測定装置の備え付け

義務が生じる可能性がある。このため、新規分配が予定さ

れている 135kHz 帯においても一定の条件を満たすものに

ついては、周波数測定装置の備え付け義務を免除する規則

の整備を要望いたします。  

考え方:ご指摘を踏まえ、関係規程の改正を行います。 

【個人】２名 

免許手続規則の一部を改正する省令案には、希望する周波

数帯に 135kHz 帯の欄が新設されていないので、修正願い

ます。  

考え方:無線局申請書の様式に関するご意見と理解してお

りますが、135kHz 帯を希望する場合は、無線局事項書及

び工事設計書の備考にその旨を記載することで対応いた

します。  

【個人】１名 

免許手続規則の一部を改正する省令案には、1.9MHz 帯の

電波の形式に A1A が記載されていますが、A1A は 3MA 

に包含されるので、冗長だと思われます。  

考え方:無線局申請書の様式に関するご意見と理解してお

りますが、現在の技術基準適合証明を受けた無線設備の多

くは A1A のみの証明を受けており、3MA の電波型式により

証明を受けた設備が少ないことを考慮し当面の間は、改正

案のとおり運用します。   

■別に定めるアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅

の許容値を定める告示案について■  

【個人】１名 

（１）主搬送波の変調の型式記号が「D」の電波について、

「G」の電波と同様の扱いとしてほしい。  

理由：デジタル通信においては、多値 QAM の使用もあり得

ます。D1D,D1E 電波の発生には、G1D,G1E 電波と同じよう

に、付属装置（ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等）により、いわゆる音声

帯域の信号を発生させて、それを SSB（J3E)送信機のマイ

ク端子に入力するのが一般的と思われます。そのため、D

1D,D1E 電波についても、G1D,G1E 電波と同等の扱いを要望

します。  

（２）A2B,A2D,A2E の電波について、A3E と同様の扱いと

してほしい。  

理由：A2B,A2D,A2E 電波の発生については、上記（１）と

同じように、付属装置（ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等）により発生さ

せた信号を AM（A3E)送信機のマイク端子に入力するのが

一般的と思われるため、A3E と同等の扱いを要望します。 

（３）F2E の電波について、F2B,F2D と同様の扱いとして

ほしい。  

理由：上記（１）、（２）と同じように、付属装置（ﾊﾟｰ

ｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等）により発生させた信号を FM（F3E)送信機

のマイク端子に入力するのが一般的、あるいは、F2D 送信

機と同様に変調するものと思われるため、F2B,F2D と同等

の扱いを要望します。具体的には、F2E の電波についても、

F2B,F2D と同じ占有周波数帯幅の許容値 3kHz、（注３，注

４、注７の適用を含む）を要望します。  

考え方:改正案におきましては、占有周波数帯幅の許容値

は、表に規定する値によることが困難な場合には、別に指

定を受けることが可能でありますので、いただいたご意見

は、改正案にて対応が可能です。  

【個人】１名 

備考欄の「注２」から「注７」は、それぞれの「電波の型

式」に対する注釈だが、「注１」だけはそうではないので、

わかりづらいのではないか。  

考え方:注１については、改正案のとおり運用します。 

【個人】２名 

「A2A」,「A2B」,「A2D」,「A2N」,「A2X」,「A3C」の占

有周波数帯幅を「6kHz」に修正していただきたい。  

考え方:改正案におきましては、占有周波数帯幅の許容値

は、表に規定する値によることが困難な場合には、別に指

定を受けることが可能であるため、いただいたご意見は、

改正案にて対応が可能です。  

【個人】１名 

各電波の型式の占有周波数帯幅の許容値の制定に関する

ものは、現行のままでよいと思う。  

考え方:改正案におきましては、占有周波数帯幅の許容値

は、運用状況を考慮して混信等の問題を避けるために改正

するものであり、ご理解をお願いします。   

■アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使

用区別を定める件の一部を改正する告示案について■  

【個人】１名 

136.75kHz帯および1910kHz帯の A1A以外の電波形式は占

有周波数帯幅が 100Hz 以下の場合に限り使用することが

できるとありますが、A1A 電波と同じ 500Hz まで認めてい

ただきたいと思います。  

考え方:当該周波数帯は改正案にて新設したため、今後の

運用状況により必要に応じて検討することが適当と考え

ます。いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１名 

135kHz の分配に関するものについては，CW（A1A）に限っ

て認めることが適切だと思う。    

考え方:当該周波数帯は改正案にて新設したため、今後の

運用状況により必要に応じて検討することが適当と考え

ます。いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１名 

注 1として『(1)の電波は、その占有周波数帯幅が 100Hz 

以下の場合に限り、使用することができる。』と定められ

ていることからデジタルモードに 1.9MHz 帯が占有されて

しまうことは無いと思いますが、A1A での交信はデジタル

モードと非常に相性が悪いため 1.9MHz 帯において A1A の

みの部分も考慮していただきたくお願い申し上げます。  

1.8MHz帯はA1A専用ですが波長の長い周波数帯において1

00kHz の差は大きく、空中線の問題、電波伝播の性質の違

い、また 1.8MHz 帯は海外との交信、1.9MHz 帯は国内との

交信に使用される場合が多いため、1,907.5kHz から 1,91

2.5kHz までの間で A1A 専用の周波数（例えば 5kHz 中 2.5

kHzを A1A専用に）を定めていただくことを強く望みます。 

考え方:いただいたご意見については、今後の運用状況に

より必要に応じて検討することが適当と考えます。いただ

いたご意見は、今後の参考として承ります。  

【個人】１名 

1,907.5kHz から 1,912.5kHz までの間は、「A1A」により

多くの交信が行われているので、この周波数帯を拡大した

上で、「F1B」,「F1D」,「G1B」,「G1D」を許可していた

だきたい。    

考え方:いただいたご意見は、今後の参考として承ります  

【個人】１名 

1.9MHz 帯のモードついては，日本では許可されているバ

ンド幅が狭いので，狭帯域データ通信（F1B、F1D、G1B、G

1D）は許可せず，CW（A1A）のモードに限定するのがよい

と思う。    
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考え方:いただいたご意見については、今後の運用状況に

より必要に応じて検討することが適当と考えます。今後の

参考として承ります。  

【個人】１名 

1.8MHｚ帯及び 1.9MHz 帯を 1,810kHz から 大では 2,000

ＭＨｚまで、 小でも 1,850ＭＨｚ程度への拡張をご勘案

の上実態により近い帯域を確保いただきますよう心から

強く要望致します。宜しくお願いいたします。 

考え方:いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】２３名 

7,000kHz～7,200kHz の周波数帯において A1A の電波の型

式は 7,000kHz～7,025kHz となっているが、この区分の周

波数を拡張していただきたい。    

考え方:いただいたご意見は、7,100kHz～7,200kHz の追加

を踏まえたご意見と理解しておりますが、7,000kHz から 7,

100kHz におきましては、従来の区分により、他の電波型

式での運用もなされておりますことから、7,000kHz～7,2

00kHz の周波数帯は改正案のとおり運用し、今後の運用状

況により必要に応じて改正を検討することが適当と考え

ます。いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１７名 

7,000kHz～7,200kHz の周波数帯において A1A・F1B・F1D・

G1B・G1D の電波の型式は 7,025kHz～7,030kHz となってい

るが、この区分の周波数を拡張していただきたい。    

考え方:いただいたご意見は、7,100kHz～7,200kHz の追加

を踏まえたご意見と理解しておりますが、7,000kHz から 7,

100kHz におきましては、従来の区分により、他の電波型

式での運用もなされておりますことから、7,000kHz～7,2

00kHz の周波数帯は改正案のとおり運用し、今後の運用状

況により必要に応じて改正を検討することが適当と考え

ます。いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１名 

７MHz帯が拡張されますが是非G1Dや G1Eを他のモードと

区別していただきたい。    

考え方:いただいたご意見は、7,100kHz～7,200kHz の追加

を踏まえたご意見と理解しておりますが、7,000kHz から 7,

100kHz におきましては、従来の区分により、他の電波型

式での運用もなされておりますことから、今後の運用状況

で必要に応じて改正を検討することが適当と考えます。い

ただいたご意見は、今後の参考として承ります。  

【個人】１名 

各周波数帯での、デジタル画像・音声通信は、運用周波数

と実情が、相反しております。  

現在の使用区分で具体的に申し上げますと、以下のように

なります。  

G1D は、7.030MHZ で行い J3E は、通常 7.033MHZ（LSB）と

いうのが、現状です。  

現在、実験・運用は 愛好家（JASTA）などで取り決めいた

しております F1B 運用可能な、周波数で運用されているの

が、実情です。  

今回の、改正に伴い 1.9MHZ・7MHZ・帯なども考慮いただ

けますと無用のトラブルも、防げるように思われます。   

考え方:いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１名 

■10,100kHz から 10,150kHz まで および 18,068kHz から

18,168kHz まで  

10MHz 帯のデジタルモードが 10,140kHz 以上から 10,130k

Hz 以上に変更となっておりますが、IARU Region 3 のバン

ドプランでは 10,140kHz 以上となっておりますし、現状の

ままでよろしいかと思います。10,130kHz 以上となってい

るのは IARU Reg.2 だけです。  

一方、18MHz 帯のデジタルモードは相変わらず 18,100kHz

から 18,110kHz までとなっております。こちらは IARU Re

g. 3 のバンドプラン通りですが、IARU Reg.1 と Reg.2 は

18,095kHz からとなっており、10MHz 帯が IARU Reg.3 のバ

ンドプランに従わないのであれば、こちらも他 Regions

にあわせて 18,095kHz からとしたほうが海外との交信の

機会が増え、ケアレスミスによる違法運用も減るかと思い

ます。    

考え方:10MHz 帯の運用状況から F1B・F1D・G1B・G1D が利

用できる周波数帯を広げるものであり、また、諸外国の局

との通信に使用する周波数帯の整合性を考慮した改正で

あるため、ご理解をお願いします。  

また、18MHz 帯については、今後の運用状況により必要に

応じて改正を検討することが適当と考えます。いただいた

ご意見は、今後の参考として承ります。   

【個人】１名 

今回の告示案では 144/430MHz 帯での音声公衆網接続(VoI

P)専用の周波数と、データ通信用周波数との境界は、それ

ぞれ 144.60MHz、431.00MHz と記載されています。  

現在、VHF/UHF 帯でおこなわれている FM 系(F3E,F2D など)

での運用は慣例的に 20kHz ステップにておこなわれてお

り、例えば GPS デ－タ通信のひとつである「ナビトラ通信」

も、431.00MHz などで多くの局により F2D で運用されてい

ます。  

今回の告示案に境界周波数として記載されている 144.60

MHz、431.00MHz につきましては、発射する周波数帯幅に

含まれているいかなるエネルギーの発射も境界周波数か

ら逸脱してはならないと考えられますので、周波数帯幅を

もつ F3E や F2D などの電波の発射は、144.60MHz、431.00

MHz では不可となってしまいます。  

その場合、新たに境界周波数となった 144.60MHz、431.00

MHz は、アマチュア局が電波を発射することができなくな

る一方で、20kHz ステップで簡易に選択できるために新た

に不法局の温床となることも懸念されます。 例えば、使

用区分の境界周波数を「144.59MHz」「430.99MHz」、もし

くは「144.61MHz」「431.01MHz」のように定めていただけ

ますと、FM 系で一般的に使用されている 20kHz ステップ

において現在はデータ通信が運用されている「144.60MHz」

「431.00MHz」は、改正後も VoIP 通信(F3E など)もしくは

データ通信(F2D など)のいずれかでアマチュア業務をお

こなうことができるため当該周波数が不法局の温床とな

るのを防ぐことにもなり、今回の告示案の趣旨に沿った上

でさらに周波数の有効利用に寄与すると思います。   

考え方:注１４により、各周波数の区分の上限（数値の大

きい方）の周波数と発射する電波の搬送波の周波数が一致

しても構わないこと、また発射する電波の側波帯は、該当

区分の上の区分へ超えても構わないことを定めている。そ

のため144.60MHz及び431.00MHzを搬送波の周波数に使用

できる場合もある。いただいたご意見は、今後の参考とし

て承ります。   

【個人】１名 

 (1)広帯域データ通信区分(VUHF 帯の広帯域データ通信

で SHF 帯の高速データを除く)  

意見：実態と照らし合わせて区分幅が広すぎる。 大 100

KHz あれば充分である。  

 原 案  430.00MHz～431.40MHz 広帯域データ区分  

 修正案  430.70MHz～431.20MHz VoIP 区分  

        431.20MHz～431.40MHz 広帯域データ区分  

 (2)アマチュアバンド内における区分境界周波数につい
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て   

意見：解釈があやふやで、145.80MHz が紛争の元になって

いる。解釈を広く周知させるほか、145.80MHz の区分境界

を 145.79MHz に変更すべき。  

  原 案 145.80MHz (区分境界周波数)  

  修正案 145.79MHz(区分境界周波数)    

考え方:いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】７名 

インターネット接続網を利用した局が利用できる周波数

範囲の新設に関し、新設された周波数範囲では、インター

ネット公衆網接続している局どうしでの混信が生じるこ

とも考えられます。特に制限がない全電波型式が割り当て

られる範囲も使用できるのかもしれませんが、ここでも従

来のようなインターネット接続を目的としない運用をす

る局との間で問題が生じることもあります。   

できれば、全電波型式の範囲内の一部の周波数範囲にもイ

ンターネット公衆網接続を目的とした局の割り当てもし

ていただけると、今後増加した場合にも対処することがで

きると確信いたします。   

考え方:インターネット等の公衆網に接続した通信に使用

することとされる周波数区分は改正案にて新設したもの

であるため、更なる拡大は今後の運用状況により必要に応

じて検討することが適当と考えます。いただいたご意見は、

今後の参考として承ります。  

【社団法人 日本アマチュア無線連盟】【個人】２名 

注７及び注８について、電波法関係審査基準 別紙１ 無線

局の局種別審査基準（第４条関係） 第 15 アマチュア局 

26（３）イで定められているアマチュア局がインターネッ

トの利用により遠隔操作を行い通信する場合は、この注記

に該当しないようにご配慮いただきますようお願いいた

します。  

その理由は、インターネット等の公衆網に接続し音声等の

伝送を行う通信が既存のアマチュア局との混信などの問

題が発生したため、注７及び注８により問題解消ができる

ものと考えられますが、アマチュア局がインターネットの

利用により遠隔操作を行い通信する場合には、既存の無線

局と同様に運用が可能であり、インターネット等の公衆網

に接続し音声等の伝送を行う通信と同様の問題は生じな

いものと考えます。    

考え方:近年のアマチュア無線において、インターネット

による遠隔制御が普及してきたこと及び当該制御による

通信が既存の通信と共用可能と考えられるため、ご指摘ど

おり修正いたします。  

【個人】１名 

公衆網へ接続する局の区分は、専用ではなく優先の区分と

することを希望します。専用区分では、公衆網へ接続しな

い通信を併用する場合に不便です。公衆網へ接続する局と

しない局が同一の周波数で運用することは、混信しうるこ

とを前提に有意義に解釈すれば、共存は不可能ではないと

考えます。    

考え方:インターネット等の公衆網に接続する通信と、接

続しない通信と同一周波数で併用可能な周波数帯は確保

されております。優先の取扱いに関していただいたご意見

は、今後の参考として承ります。   

【個人】１名 

現状の案は、周波数変調系（FM）に限定した設定になって

いると思えます。実際には、振幅変調系（AM）においても

インターネット等の公衆網に接続した通信が多数行われ

ています。そのため、振幅変調系（AM）の周波数区分にお

いても、直接波による通信と、公衆網に接続した通信とを

明確に分けることを要望します。  

考え方:例えば、50MHz 帯以上において、注４「すべての

電波形式（４）」の帯域については、「注７（７）の周波

数の電波は、インターネット等の公衆網に接続し音声等の

伝送を行う通信に使用することはできない。」を追加適用

することにより、従来の直接波による通信と、公衆網に接

続した通信とを明確に分けることができると考えます。  

  今後の運用状況により必要に応じて検討することが適

当と考えます。いただいたご意見は、今後の参考として承

ります。   

【個人】１名 

改正案の中ですべての電波の型式(4) 50.3MHz から 51MH

z までの区分帯では帯域幅 3kHz 以下（A3E は 6kHz 以下）

が使えるとあります。  

この帯域でインターネット等の公衆網に接続できるノー

ド局が 6k00A3E で動作しています。  

常時稼動しているのは Ecohlink のカンファレンス *HAMF

ESAM*が入口になっています。  

このシステムでは従来の直接伝播とインターネットを用

いたノード局の動作が混在してしまいます。  

今般の使用区分制定にあたっては、注意７、８にあるよう

に、インターネット接続を明確に区分運用することが求め

られています。  

しかし、50MHz 帯のインターネット接続は F3E でのノード

局を基に制定されたものであり、A3E での運用は想定され

ていないのではと思慮されます。  

明確に区分を制定されるのなら、A3E でのノード運用につ

いても 50.3-51.0MHz での運用を規制していただくよう希

望します。   

考え方:インターネット等の公衆網に接続した通信に使用

することとされる周波数区分は改正案にて新設したもの

であるため、更なる区分の見直しは、今後の運用状況によ

り必要に応じて検討することが適当と考えます。いただい

たご意見は、今後の参考として承ります。   

【個人】２名 

改正案の表中の 29.3MHz から 29.51MHz まで、145.65MHz

から 146MHz まで、434MHz から 440MHz まで、1,260MHz か

ら 1,273MHz まで、2,400MHz から 2,407MHz まで、5,650MH

z から 5,690MHz まで、10.45GHz から 10.5GHz までの各記

載の末尾に (18) を付記し、表の後に記載されている注(1

8)と関連することを明示すること。    

考え方:規定の主旨はいただいたご意見と異なるものでは

ありませんので改正案のとおり運用いたします。  

【個人】２名 

「注 18 衛星通信に使用することができる周波数は、次に

掲げるものに限るものとし、当該周波数の使用は専ら衛星

通信を行う場合に限り使用することができる。」とあるが，

「専ら」とされているため他の通信でも使用できるように

も受け取れます。従前のとおり衛星通信を行う場合に限り

使用することができる周波数とすべきです。解釈を明確に

するため「専ら」を削除し，「注 18 衛星通信に使用する

ことができる周波数は、次に掲げるものに限るものとし、

当該周波数の使用は衛星通信を行う場合に限り使用する

ことができる。」と修正をお願いいたします。    

考え方:注１８における「専ら」という語彙は、衛星通信

以外の通信を認めるものでありませんが、表現の統一の観

点から、注 18、注 19 及び注 20 を修正いたします。  

【個人】１名 

145.80MHz の区分境界周波数は、地球－宇宙間のスポット

割当周波数として特記することを希望します。この周波数
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は、ARISS プロジェクトなどの通信に使用されており、そ

の必要がない電波による妨害行為を避ける必要がありま

す。子供たちの宇宙科学に託す夢と希望を叶えるために、

特に切望します。   

考え方:改正案のとおり運用いたします。いただいたご意

見は、今後の参考として承ります。   

【個人】１名 

例えば、1.9MHz 帯においてデジタル(データ通信)モード

が許可されるとありますが、5kHz しか帯域がないところ

へ、いろいろなモードが混在することは運用上混乱を生じ

る可能性が高いと思います。  

同様のことは、3.5～7MHz 帯でも実際に起こっています。

日本においては、特にデータ通信が可能な帯域が少なく、

海外との交信において支障をきたしています。 今回の改

正により本当に恩恵が受けられるよう、早急に周波数帯域

を第一地域や第二地域のように拡張していただくよう希

望します。    

考え方:今後の運用状況により必要に応じて改正を検討す

ることが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参

考として承ります。   

【個人】２名 

G1D や G1E 等デジタルの幅を広くしていただきたい。  

考え方:今後の運用状況により必要に応じて改正を検討す

ることが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参

考として承ります。  

【社団法人 日本アマチュア無線連盟】 

注 21 に「24,999kHz 以下」とありますが、現行注 20 と同

様の内容であるため「24,990kHz 以下」を修正いただきま

すようお願いいたします。   

考え方:ご指摘のとおり修正いたします。  

【個人】１名 

G1D と D1D を同様の扱い（併記）としてほしい。    

考え方:今後の運用状況により必要に応じて改正を検討す

ることが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参

考として承ります。   

【個人】１名 

注５について(現行のミスタイプと思われます）  

 （誤）(5)の電波は、その占有周波数帯幅が 3kHz を超え

場合に限り、使用することができる。・・・  

     ↓  

 （正）(5)の電波は、その占有周波数帯幅が 3kHz を超え

る場合に限り、使用することができる。・・    

考え方:ご指摘のとおり修正いたします。   

【個人】１名 

各周波数帯の、絶対とまで行かなくても、画像通信が運用

できる周波数を、是非設けて戴くと、音声のみの運用局と

のトラブルも避けられると思われます。   

考え方:今後の運用状況により必要に応じて改正を検討す

ることが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参

考として承ります。  

【個人】３名 

我が国の周波数を熟知しない外国のアマチュア局の周波

数（なかでも、直接印刷無線電信（以下「RTTY」という。）

によるもの）が、国内のアマチュア局の法令違反を誘発し

ている。  

また、周波数の逸脱とは異なり、使用電波の型式及び周波

数が法令に基づく告示であることの認知度が低いことも

国内のアマチュア局が法令違反を起こす一因となってい

る。  

したがって、法令違反を回避するために、改正案に掲げら

れた RTTY 及びデータ伝送（音声とデータを複合した通信

及び画像のデータ伝送を除く）に関する注釈のうち、次の

部分を削除されるよう強く要望する。  

注２のうち、  

(1) 3,525kHz から 3,530kHz までの周波数の電波を使用

する場合  

(2) 7,040kHz から 7,045kHz までの周波数の電波を、外

国のアマチュア局との通信に使用する場合  

(3) 14,100kHz から 14,112kHz までの周波数の電波を使

用する場合  

注３のうち、  

18,110kHz から 18,168kHz までの周波数に関する(3) 24,

930kHz から 24,990kHz までの周波数に関する(3)  

考え方: 注２及び注３は、RTTY 及びデータ伝送（音声と

データを複合した通信及び画像のデータ伝送を除く。）と

それ以外のものを区分するために設けたものであり、改正

案のとおりとします。ご理解をお願いします。  

【個人】５名 

3,525kHzから3,805kHzまでの各区分から「(2)」及び「(3)」

の注記を削除し、国際的な運用実態に即した柔軟な運用が

可能となるよう希望いたします。   

考え方:注２及び注３は、RTTY 及びデータ伝送（音声とデ

ータを複合した通信及び画像のデータ伝送を除く。）とそ

れ以外のものを区分するために設けたものであり、改正案

のとおりとします。ご理解をお願いします。   

【個人】１名 

もともと「電波の型式及び周波数の使用区別」は「Ａ１Ａ

（以下ＣＷという）のような狭帯域」の通信を「Ａ３Ｅ（以

下電話という）のような広帯域」の信号から保護するため

に「電話のような広帯域」の電波の運用を周波数を限定し

て制限するものである。  

従って「ＣＷ＜Ｆ１Ｂ（以下ＲＴＴＹという）＜電話」と

いう式が成立する。ＲＴＴＹはＣＷに対しては妨害を与え

る恐れがあるので低い方の周波数の制限は致し方ないが、

電話に対しては妨害を受ける方であって、なんら制限を設

ける必要はない。  

従ってＣＷと同様に「制限を設ける必要はない」ことにな

る。  

 元来「電波の型式及び周波数の使用区別」は送信を制限

するもので、同じ電波を発射するのに、外国局との通信が

良くて国内局は「ダメ」という規定も理解できない。  

また、「画像通信」が良いのになぜ「ＲＴＴＹ」がいけな

いのか、これも理解できない。  

そもそも「ＲＴＴＹ」がなぜ「全電波型式」から除外され

るのか、全く理解できない。  

以上から「全電波型式」にＦ１Ｂ等の「狭帯域デジタル通

信」に使用する電波型式を含めることを求める。  

考え方:注２は、RTTY 及びデータ伝送（音声とデータを複

合した通信及び画像のデータ伝送を除く。）とそれ以外の

ものを区分するために設けたものであり、改正案のとおり

とします。ご理解をお願いします。  

【個人】２名 

各バンドにある注記(2)を廃止して、柔軟な運用を可能に

して欲しい。  

なぜ、画像のデータ伝送は特別扱いなのか？  

Rtty、データ伝送も同じ扱いとして許可して頂きたい。 

7MHz 帯の 7,025～7,030kHz は世界的にみても CW（A1A)周

波数なので RTTY,データ伝送,画像のデータ伝送を 7,030

～7,100kHz まで運用可能として頂きたい。    

考え方:注２は、RTTY 及びデータ伝送（音声とデータを複
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合した通信及び画像のデータ伝送を除く。）とそれ以外の

ものを区分するために設けたものであり、改正案のとおり

とします。ご理解をお願いします。  

【個人】２名 

7MHz 帯の注 2(2)の(2)の 7040kHz から 7045kHz を、7040k

Hz から 7100kHz と拡大するべきです。  

これは、リージョン２の北米や南米地域で 7070kHz～7100

kHz、リージョン１のヨーロッパ、アフリカ地域で 7040kH

z～7100kHz がＤＸコンテスト時によく使用されています。

そして、7100kHz～7200kHz の RTTY およびデータ伝送は使

用不可でよいと思います。    

考え方:いただいたご意見は、7,100kHz～7,200kHz の追加

を踏まえたご意見と理解しておりますが、7,000kHz から 7,

100kHz におきましては、従来の区分により、他の電波型

式での運用もなされておりますことから、今後の運用状況

により必要に応じて改正を検討することが適当と考えま

す。いただいたご意見は、今後の参考として承ります。   

【個人】４名 

7,040kHz から 7,100kHz までの区分から「(2)」の注記を

削除し、国際的な運用実態に即した柔軟な運用が可能とな

るよう希望いたします。   

考え方:注２は、RTTY 及びデータ伝送（音声とデータを複

合した通信及び画像のデータ伝送を除く。）とそれ以外の

ものを区分するために設けたものであり、改正案のとおり

とします。ご理解をお願いします。  

【社団法人 日本アマチュア無線連盟】 

「2,424MHz から 2,424.5MHz(3)まで」及び「5,760MHz か

ら 5,762MHz(3)まで」の(3)の削除をお願いします。 EME

通信ではマイクロ波帯用に開発された極めて微弱な信号

でも海外との交信が可能となるソフトウェアの普及もあ

り、この周波数帯でのデータ通信が可能となるようにご配

慮いただきますようお願いいたします。 

考え方:近年、アマチュア無線においてデータ通信が普及

してきたこと及び2,424MHzから 2,424.5MHz及び 5,760MH

z から 5,762MHz でデータ通信が可能となった場合でも、

当該区分の既存の通信と共用可能と考えられるため、ご指

摘のとおり修正いたします。   

【個人】４名 

各バンド上端等の適切な箇所に、占有帯域幅等を基準とし

て、「音声とデータを複合した通信及び画像のデータ伝送」

を優先、または、保護するための区分を新たに設けること

を希望いたします。    

考え方:今後の運用状況で必要に応じて改正を検討するこ

とが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参考と

して承ります。   

【個人】１名 

全電波形式や新しいモード等の区分では、その実験的・研

究的な内容による利用を優先し、かつ、旧来の一般的な通

信方式(単純な無線電話等)を優先しないように希望しま

す。一般に浸透していない電波の活用方法 (デジタル・無

線タグ・ARDF 競技・公衆網接続・ネットワーク)を優先し

た環境の確保と、これらをフォローする無線電話が有効か

つ便利に併用できることを望みます。    

考え方:今後の運用状況で必要に応じて改正を検討するこ

とが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参考と

して承ります。   

【個人】１名 

28MHz 未満の周波数帯でも製作が容易な「A3E」送信機を

使った「A2B」や「A2D」,「A3C」等の実験ができる使用区

別を認めていただきたい。「6K00A3E」が使用できる周波

数帯では占有周波数帯幅から考えても問題ないかと思わ

れます。    

考え方:今後の運用状況で必要に応じて改正を検討するこ

とが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参考と

して承ります。   

【個人】１名 

アマチュア局業務に使用する周波数の使用区別について

は、「注４ （４）の電波は、その占有周波数帯幅が６ｋ

Ｈｚ以下の場合に限り使用できる。」としていただきたい。 

考え方:今後の運用状況で必要に応じて改正を検討するこ

とが適当と考えます。いただいたご意見は、今後の参考と

して承ります。   

■電波法関係審査基準の一部を改正する訓令について■  

【個人】１名 

今回の 135kHz 帯のアマチュアへの開放に伴う電波法関係

審査基準を改正する訓令案についてですが、「空中線電力

の指定方法」のみが改正され、「地域周波数利用計画策定

一覧表」への 135kHz 帯の追加が無いように思われます。  

これが改正されないと、アマチュア局が 135kHz 帯の指定

を受けようとする時には、いわゆる「本省決裁」になると

思われますので、合わせて改正をお願いします。 

考え方:ご指摘の内容について、今後改正いたします。 

■その他■  

【財団法人 日本アマチュア無線振興協会】 

【個人】１８名 

今回の改正省令案等については、賛成いたします。    

考え方:改正案を支持するご意見として承ります。  

【個人】３名 

早期に IARU HF Band Plan に従い、1.8MHz 帯ならびに 1.

9MHz 帯の 1800～2000kHz への拡大、ならびにすべての電

波の型式による使用が可能となるよう強く要望する。    

考え方:いただいたご意見は、今後の参考として承ります。 

【個人】１名 

操作資格区分について  

以下の操作資格以上の使用区分を希望します。  

7.000kHz から 7,025kHz まで・・・第 2級アマチュア無線

技士  

7,025kHz から 7,050kHz まで・・・第 3級アマチュア無線

技士  

7,050kHz から 7,055kHz まで・・・第 2級アマチュア無線

技士  

7,055kHz から 7,060kHz まで・・・第 4級アマチュア無線

技士  

7,060kHz から 7,125kHz まで・・・第 4級アマチュア無線

技士  

7,125kHz から 7,200kHz まで・・・第 2級アマチュア無線

技士    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】１名 

現在，中継局は日本アマチュア無線連盟にしか免許されま

せんが，一般のアマチュア無線家にも免許されることを希

望します。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】１名 
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○3,500kHz から 3,575kHz まで 及び その他の周波数帯  

すべての電波の型式に「占有周波数帯幅が 6kHz 以下のも

のに限る」の注釈が無くなっていますが、従来通りと考え

てよろしいでしょうか。    

考え方:アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容

値を定める告示により占有周波数帯幅を定めております。

また、3,500kHz から 3,575kHz までは注 21 により A3E 以

外は占有周波数帯幅 3kHz 以下と定めております。   

【個人】６名 

改正後においても、違法・不法局への取り締まり等の対策

を御願いいたします。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】１名 

・ アマチュア無線は、その帯域を広く自由に利用できま

すから、適切に運用されているのであれば、細かな使用区

分を厳密に定める必要性をあまり感じません。  

・ アマチュア無線局の免許手続を簡素化し、変更届や無

線局免許証票が不要な方式への改善を希望します。無線局

免許証票が届かないと運用できない現在の方式を改め、た

とえば指定事項に変更がない範疇ならば即時の運用開始

ができるように希望します。  

・ 少年少女及び若年層の電波科学の興味と関心を高める

ため、ゲストオペレータ制度と米国の Kid’s Day イベン

トを参考に、アマチュア無線局の免許人(構成員を含む)

が適切な監督と指導を行う時は、無資格者でもアマチュア

無線の運用が体験できる制度を希望します。1. アマチュ

ア無線では容易に通信の相手方を確保でき、かつ、免許さ

れている無線設備の活用が可能で、特定小電力無線等では

代替できない有効性が期待できます。  

2. 専用帯域区分や型式の限定は内容が限定されるのでふ

さわしくないと考えます。  

3. 事前の届出等は不要なほうが、利便性が高く、活用効

率が高いと考えます。  

4. 実施の方法としては、例えば学童生徒の休日や土日祝

日で期間を指定する方法があります。  

5. アマチュア無線全体のマナー向上が必要なので、自浄

効果が期待できます。  

6. 効果を有効に反映させるため、違法・不法無線の排除

がさらに必要と考えます。  

※ 米国の Kid’s Day イベントとは、免許のない子供たち

が免許人の監督指導の下にアマチュア無線の運用を体験

するもので、将来のアマチュア無線家の育成などが期待で

きます。呼出しは「CQ Kid's Day」で行われ、名前、年齢、

QTH および好きな色を交信します。詳細は ARRL 等から告

知されます。  

・ 条約無線規則(RR)に規定するアマチュア無線の第三者

通信を解禁することを希望します。これは、災害時等の代

替通信手段として有効であり、かつ、商業通信を損なわな

い範囲で利便性の向上を期待するものです。また、先に挙

げた少年少女向けのアマチュア無線の運用体験にかかる

ものでもあります。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】２名 

IARU に対し、第 3 地域の 7000kHz 帯拡張に伴ったバンド

プランの改正を働きかける事。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】１名 

136.75kHz 帯および 1910kHz 帯において、第四級アマチュ

ア無線技士も使用できる事になりますが、世界の主要な国

でアマチュア無線の資格試験から、モールス符号による電

気通信術の試験が廃止されている現状から、日本において

も全てのアマチュア無線技士の試験からモールス符号に

よる電気通信術試験を廃止し、同時に第四級アマチュア無

線技士にも A1A 電波の発射を認めていただきたいと思い

ます。  

さらに、欧州諸国のように、アマチュア無線技士資格は上

級と初級のみとする制度改定も検討していただきたいと

思います。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【個人】１名 

1.8MHz 周波数帯の拡張を強く希望いたします。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   

【社団法人 日本照明器具工業会】 

135kHz の周波数帯は、日本のアマチュア無線の遠距離通

信分野において新たに挑戦する領域であり、技術開発を含

めて非常に興味深い周波数帯であることは理解しており

ます。  

一方で、この 135kHz の周波数帯は、次のように広い分野

で利用されております。  

・ 低周波の RFID  

・ PLC  

・ 鉄道分野の誘導無線システム及び自動列車停止装置 

・ 自動車関係のスマート・キー  

また、照明業界においては、地球環境を考慮した省エネ性

能に優れ、長寿命の無電極放電ランプにおいて 135kHz を

利用しているものがあり、主に屋外照明として多数設置さ

れております。  

今後、アマチュア無線局が上記の各種設備の近傍に設置さ

れた場合、意図的ではないにせよ、どのような混信が発生

するか、現時点では不明であります。  

このような課題があることを十分ご認識頂き、この周波数

のすべての利用者が共存出来るご配慮をお願い申し上げ

ます。    

考え方:高周波利用設備は電波の漏えい範囲が小さく、ア

マチュア無線への混信はほとんどないものと考えており

ます。  

しかしながら、高周波利用設備は、既に多くの場所で利用

されており、アマチュア無線に混信として入感する可能性

を完全に否定できず、このような混信をすべて高周波利用

設備側で除去することは、社会的に大きな影響が考えられ

ます。  

以上を踏まえまして、アマチュア無線側が、このような混

信を容認することを明確化することが適当であると考え

ております。  

一方、高周波利用設備のメーカー等におかれては、本件の

ような新たな周波数の割当をご理解いただきできるだけ

混信を避けるよう今後の製品開発等においてのご配慮を

お願いします。   

【個人】１名 

1.9MHz 帯、3.5MHz 帯～3.8MHz 帯、7MHz 帯のさらなる拡大

も希望します。  

また、変更申請・届の簡略のために、無線従事者の資格別

に 高の空中線電力を指定してくださることを希望しま

す。   

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。   
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【個人】１名 

アマチュアの短波帯については、早期の更なる拡大、周波

数帯の連続化の検討（3.8MHz 帯）実施を要望します。    

考え方:いただいたご意見は、改正案に対するものでない

ことから、参考意見として承ります。  

 

遠隔教育実験 

衛星「きずな」通じて遠隔授業 大阪と大

分の児童が交流 

ハイビジョン映

像など大容量

のデータを瞬

時に送受信で

きる人工衛星

「きずな」を通

じ、大阪府八

尾市と大分県

宇佐市の小学

校を結んだ遠

隔授業が２１日あった。大阪大などが開発したハイパ

ーミラー（超鏡）システムという最新の画像合成技術

を利用。児童らは離れていながら同じ空間にいるよう

に見える不思議な映像世界を楽しんだ。  

 八尾市立久宝寺小と宇佐市立高家（たけい）小を

つなぎ、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が実験した。

離れていても同じ画面上に並ぶことができる仕組み

で、両市の市長や両校の校長がハイパーミラーを通

して「握手」してみせ、続いて児童らが学校や地域に

ついて紹介し合った。  

 超高速インターネット衛星の「きずな」を利用した遠

隔授業は初めて。昨年２月に打ち上げられた同衛星

は地球の約２分の１をカバー。従来の衛星よりも大容

量のデータを高速でやり取りでき、教育、医療分野や、

大災害時の活用が期待されている。 

 

【通信実験イメージ図】 

※ 超鏡システム（ハイパーミラー） 

超鏡（HyperMirror）という、対面対話を模倣しない

新しいビデオ対話システムの開発を通して、人間の

対話時の認知特性の解明の研究を行っています。 

 超鏡では、遠隔地にいる相手の人と自分が同じ場

所にいるような合成映像を用いて対話します。利用

者は（超）鏡に写った自分の姿を見ながら対話しま

す。すると、画面上で並んでいる対話相手がすぐ真

横に居るような錯覚を覚えます。相手がその場にい

るというのは、「対話の場」を共有しているという

感覚であり、対面対話に迫る臨場感が得られます。 

 一緒にいることにより達成される対話の楽しさ、

すなわち、対面対話における共同作業によって得ら

れる感覚をデフォルメして感じさせるシステムにな

っています 

 
【ハイパーミラーイメージ図】 

 

モールスコードブレスレット 

テレビ神奈川(TVK)のテレビショッピングで「モ

ールスコードブレスレット」（写真）が紹介され

ています。 

購入してみました

左側 S 右側 M 

モールス信号をモチーフにした、かつて北欧の船乗

りたちが作っていたのを再現したブレスレット。 

長音短音を模様にしてＡ～Ｚの２６文字を全て違う配

色で表現しました。１つ１つ手作りであり、芯の革紐に

は国産牛革、糸はルーマニア産の無農薬オーガニッ

クヘンプを使用しています。ヘンプを使うことで時間

が経つにつれ色落ち、毛羽立ちがおき、良い風合い

になっていきます。との事です。 

TVKショップ：http://tvkshop.net/SHOP/tvk-0040-

11.html 

【寸法】Men's：全長 210ｍｍ Women's：全長 190ｍｍ 

※手作りの為若干の誤差はあります。 

※ボタンなどの仕様は予告なく変更になる場合がありま

す。 

価格: 3,400 円(税込) 

 

 


