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アマチュア無線の既得権益は 

権益を唱えれば、遵法精神を破る結果にも
なり兼ねない重大な問題 

JARL NEWS 春号に「会費前納制度の見直し」と

1200ＭＨｚの周波数で業務用の無線が連用を開

始することから，1200ＭＨｚ帯が厳しい状況になっ

てきたことの記事が載っていましたので、転載致し

ます。 

1200ＭＨｚの周波数の状況について 

 電波利用の優先権は、国が定めた「周波数割当

原則」に，第一次割当．第二次割当と定められて

います。これにより電波の使用は，第一次割当の

局に優先権があるとされ，第二次割当の局は第一

次割当の局に混信妨害等を与えないようにしなけ

ればなりません。 

アマチュア局が使用している 1200ＭＨｚの周波数

は，衛星通信，レビータ，テレビ，高速データ，電

信・電話，ＶｏＩＰなど様々な利用をしていますが，

第二次割当です。 

 日本では，社会活動の活発化，電子技術の高度

化などに伴って，あらゆる分野で電波の利用が図

られてきたことから無線局数は既に 1 億 4，000 万

局を超えていて，電波が極めて逼迫した状態にな

ってきております。 

 このような状況の中，1200ＭＨｚ帯の周波数の第

一次割当の局として，800ＭＨｚの電波を使ってい

た放送番組の素材を伝送する放送事業用無線局

（ＦＰＵ：Ｆｉｅｌｄ Ｐｉｃｋ－ｕｐ Ｕｎｉｔ）が平成 26 年度

から 1200ＭＨｚ帝の周波数を利用することとなりま

したし，政府が国家プロジェクトとして閣議決定をし

て平成 29 年度中に 3 機の準天項衛星が打ち上げ

られ 1200ＭＨｚ帯の周波数の電波を使って測位業

務を平成 30 年度から実施することとなりました。 

 これらの運用に伴って二次割当であるアマチュア

局には，次の対応が求められることになりました。 

①大規模マラソン大会等でのＦＰＵの運用に干渉

妨害を与える可能性のある 1200ＭＨｚのレビータ

局には数日間運用を控えていただくことがある。 

②準天頂衛星による測位業務に支障を及ぼさない

ようにするために新規の 1200ＭＨｚのレビータ局の

開局は差し控えるとともに，1200ＭＨｚのレビータ

局は実用衛星打ち上げ時までに 1Ｗ以下にする。 

また，運用実績の少ない 1200ＭＨｚのレビータ局

は廃止していただく。 

などのことが求められてきています。 

 ＦＰＵは，電波法第 108 条の 2 の規定による重要

無線妨害対策の無線局であり，測位衛星の業務

は閣議決定に基づき国として産学官が取り組んで

いる事項ですから，妨害を与えることは決して許さ

れるものではありません。電波社会の一員として一

次業務の局への妨害を与えないように対応してい

く必要があると考えております。 

   

平成 25 年 4 月 1 日 

一般社用法人日本アマチュア無線連盟 

会長 稲毛 章（ＪＡ5ＭＧ） 

  

1200MHz の使用が厳しい環境に 

2種類の業務用無線局が1200MHz帯で
運用開始 

1 1200MHz を巡る動きについて 

 現在アマチュア無線で使っている 1200MHz 帝の

周波数は，1260MHz から 1300MHz までの 40MHz 帯

があり，衛星通信，レビータ，テレビ，高速データ，

電信・電話，VoIP などさまざまな利用をしています。 

しかし，「電波」はそもそも国民全体の共有の財産

であり，私達は無線局の免許を受けて使わせても
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らっているものです。しかも．アマチュア局の

1200MHz の周波数割当は．「第二次割当」ですの

で使用順位は低いのです。 

 無線局免許状には書かれていませんが、「アマ

チュア局が動作することを許される周波数帯」の告

示（平成 21 年総務省告示第 126 号）の注として「こ

の周波数帯の使用は，国際周波数分配表に従っ

ているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨

害を与えない場合に限る。」との条件が課せられて

います。 

 この周波数帯では，アマチュア無線以外には， 

② スタジオや舞台で使う「特定ラジオマイク」， 

②同一の構内等，挟い範囲で使う「特定小電力/

構内無線」， 

③無線操縦のヘリコプター等から画像を伝送する

「画像伝送用携帯局」との小規模な無線局が存在

するだけでしたので．これまでは特段の問題が生

じたことはありませんでした。 

 ところが，先般周波数の割当原則が改正され，新

たに 2 つの種類の業務用の無線局が 1200MHz 帯

の周波数使用の「第一次割当」になり，1200MHz 帯

の電波利用の検討が進められてきております。 

 その一つが放送番組の中継を行う放送事業用無

線局（Field Pick－up Unit 。以下「FPU」と書きま

す）であり，もう一つが，準天頂衛星による測位業

務の無線局ですが．その実用化の全容が徐々に

固まって来ていまして，アマチュア無線界に影響

が出てくることが明らかになってきました。 

 1200MHz の周波数を使うアマチュア無線局は，約

14 万局も存在していますし，日々多種多様な通信

をおこなっていますので，JARL ではアマチュア無

線への影響がないように配慮してもらいたいと、か

ねてから当局に強く要望し続けてきましたが，「第

一次割当」と言うのは絶対的な優越権を持ってい

ますので，業務用無線局の運用が優先されます。 

 このような電波の利用状況の変化は，昭和 25 年

に電波法が制定された時に，わずか 5．300 局程

度でしかなかった無線局が，電波利用ニーズの多

様化と電子技術の進歩発展に伴い無線局敬が増

加し続け既に 1 億 4，000 万局を超える無線局が

存在し，今後も増加すると考えられていて，周波数

が逼迫してきているためです。 

 アマチュア局は年々減少し続けている一方で，

携帯電話を筆頭に，さまざまな業務用の無線局数

が非常な勢いで増加してきている状況では、ある

程度の制約を受けても致し方ないと考えざるを得

ません。 

 平成 7 年には約 137 万局もあったアマチュア局

が，平成 24 年 3 月未には約 44 万局と往年の 3 分

の 1 にまで減少してきていて周波数に余裕が出て

来ているのではないかとの厳しい電波社会の目に

も配慮せざるを得ない事情もあります。 

 また、今般問題になっている 1200MHz 帯の周波

数を使用するアマチュア局も年々減少してきてい

ます。 

 このような状況の中，1200MHz 帝の周波数を使っ

てアマチュア無線以外の次の二つの無線利用シ

ステムの利用が開始されることとなり，それぞれの

システムによるアマチュア局への影響が予想され

てきましたので，その概略をお知らせいたします。 

2 FPU の運用について 

 放送事業者が．災害現場．事故現場，マラソンな

どの取材現場からその映像や音響を放送中継車

などから放送局の番組編成を行うところに番組素

材を送り込むときに使う無線伝送システムに FPU が

あります。マラソンのテレビ中継を見ていますと小

型トラックのような特殊車両あるいはランナーの横

からオートバイで映像等を取っている姿を御覧に

なったことがあるかと思いますが，その映像等を送

る時に使っている無線局のことです。 

 その映像等を山の上や建物の上に開設した無線

局に送信し，その信号を無線回線や光ファイバー

回線で放送の番組編成作業を行う所に送り込んで

いるのです。 

 この FPU は，これまで 800MHz の周波数も使って

いましたが，800MHzの電波は今後スマートフォンな

ど多機能携帯電話等の電気通信事業用に使われ

ることとなりましたことから，やむなく他の周波数へ

の移行を求められていたものです。高い周波数で

すと伝搬距離が取れませんので、極力低い周波数

であってデジタル符号化した広い占有周波数帯幅

がとれる周波数帯がもはや 1200MHz 帯しかないこ

とから，この周波数を使用することとなったものです。 

 1200MHz帯の FPUの実用化について情報通信協

議会情報通信技術分科会（事務局は，総務省の

情報流通行政局放送技術課）が検討してきた結果，

FPU から 

①700m 以内のレビータ局 

②100m 以内の 1200MHz の車載やトランシーバ 

③900m 以内の EME 局から発射される電波， 

によって混信妨害が発生する可能性があることが

判明しています。 

 このためテレビで放送されるようなマラソン大会開

催の際には，コース周辺の 1200MHz 帝のレビータ
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などの電波の発射を一時控えていただきたいとい

うことになるかも知れません。 

1200MHz 帯の周波数を使用する FPU は，平成 26

年度から実用化したいとのことのようですが，現在

はまだシステムの設計検討段階であり，貝体的に

発射制限のお願いをどのようにして免許人の方々

にお伝えすることになるのかは未定です。内容が

固まり次第．JARL NEWS や Web などで詳細にお知

らせさせていただきます。 

 アマチュア局は．ご承知のとおり，無線局運用規

則第 258 条の規定があって他の無線局の運用に

支障が生じないように運用しなければなりません。

第 258 条の規定に反した場合には，電波法第 76

条第 1 項の規定により，3 箇月以内の期間を定め

た運用停止または周波数や空中線電力の制限が

試せられ，この処分に従わない場合には同条第 3

項第 3 号の規定により免許の取消しがなされるか

も知れませんので注意が必要です。 

 また，故意に電波を発射して連用に支障を与え

た場合には，電波法第 108条の 2に規定する重要

無線通信妨害として処罰（5 年以下の懲役又は

250 万日以下の罰金）の対象になります。 

3 測位業務のための準天頂衛星の連用に
ついて 

 平成 19 年に地理に関する情報を高度に利用す

るための「地理空間情報活用推進基本法」が制定

され，平成 20 年には同法に基づく「地理空間情報

活用推進基本計画」が策定されています。次いで

宇宙開発を国家戦略として位置付けて内閣に宇

宙開発戦略本部を設ける「宇宙基本法」が平成 20

年に制定され 次いで平成 21 年には，同法に碁

づく「宇宙基本計画」が設けられるなど，宇宙開発

が国を上げて推進されてきています。 

 そして平成 23 年 9 月 30 日の閣議により「準天項

衛星システムは，2010 年代後半を目途にまずは 4

機体制を整備する。将来的には、持続測位が可能

となる 7 機体訓を目指すこととする。」と決定されて

います。 

 この衛星は，ほぼ天項（日本の上）に位置するこ

とから「準天項衛星」と言いますが，次の目的を持

って打ち上げられます。 

（1）市場の創出と競争力強化 

 高度な機器やサービスの市場の創出と我が国の

幅広い産業の競争力強化。 

（2）高度化・効率化 

 測位，ナビゲーション及び時刻参照の分野にお

ける産業，生活，行政の高度化・効率化に寄与。 

（3）国際展開 

 アジア太平洋地域に機能が展開可能であること

から当該地域への貢献と我が国の国際プレゼンス

の向上に寄与。 

（4）日米協力 

 測位衛星分野における日米協力の強化。 

（5）災害対応能力の向上 

 発災直後の安否確認，避難誘導，救援・被災地

状況の把握，復旧・復興等の各段階において，我

が国の災害対応能力の向上（広義の安全保障）に

寄与。 

 この準天項衛星の初号機を「みちびき」と言い，

平成 22 年 9 月に技術実証の衛星が打ち上げられ 

現在もさまざまな実用化のためのデータを集積中

です。 

 衛星からの電波は微弱ですからアマチュア局側

への混信は生じないでしょう。しかし，問題は，準

天項衛星が使用する電波の一つに 1278，75MHz

で 42MHz もの帯域がある周波数の電波を使用する

ことで，アマチュア局が発射する電波によって，測

位業務を行う受信機に影響が出ることが明らかに

なっていることです。 

 準天頂衛星の運用開始までのスケジュールは， 

○平成 25 年 3 月まで：仕様検討，事業者との契約 

○平成 25 年 4 月、：総合システム設計，製造・試

験 

○平成 29 年度：3 機打上予定（※準天軌道 1 機

は，現在打上済みの機を利用予定） 

○平成 30 年 4 月～：運用開始予定 

 このため準天項衛星の打ち上げ時までに次の惜

置を取ることが求められています。 

1 できるだけ早くレビータ局の開局申請はしないよ

うにする。 

2 運用実績が少ないレビータ局は，平成 29 年度

の準天頂衛星の打ち上げまでに廃止する。 

3 全てのレビー一夕局は，平成 29 年度の衛星打

ち上げまでに再免許や設備変更等の機会を捉え

で空中線電力を lW に減力する。 

 準天項衛星による測位業務は，単に教センチ・

オーダーの測位をするだけではなく，得られた測

位情報あるいは搭載されている情報伝達機能を最

大限に活用して国の安全，被災地の状況把握，災

害救助、航空機・船舶・鉄道・車両，建設機器など

のナビゲーションをするとともに，あらゆる分野での

情報利朋，産業の振興，高度化などを目指すもの
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として，国家戦略に位置付けられているものですか

らアマチュア局も干渉等の妨害を与えないようにし

なければなりません。 

 もし，アマチュア局による 1200MNz の電波によっ

て測位業務に支障を及ぼすことが多発すれば

1200MHz の周波数の電波の措定取り消しが行われ

るかも知れません。 

 このような極めて逼迫した状態になってきていま

すので JARL は，1200MHz のレビータ局に関して 

①測位衛星システムの詳細や干渉妨害が明らか

になるまでレビータの公募を差し控える。 

②稼働状況を調べ運用実態が少ない局は廃止を

求めていく。 

③平成 29 年度までに再免許等の機会を捉えて空

中線電力を 1W にしていく。 

との対応をとる方向で検討をしており，早急により

良い対応策をとる必要があります。 

 今後も準天項衛星に関する情報の把握に努め，

その対応に万全を期しますとともに，JARL NEWS，

Web，メールマガジン等に掲載してお知らせします。 

 なお，準天項衛星に関する事項は、インターネッ

トで「準天頂衛星」などと検索しますと内閣府を始

め各種の機関から，たくさんの資料が公開されて

いますので，それらをご覧ください。 

 

「1200HMz 帯レピータ局等の管理・運用に関する報

告書」を 4 月 14 日に e メールで提出しました。 

 

上記の図では見難いので、重要と思われる部分だ

けを抜粋しました。 

 

5．今後の運用希望の有無 

☑今後も運用継続を希望する 

□ レビータ局を廃止する   □ 1200MHz 帯を撤

去する 

□ 現在故障停波中で運用再開の目処が立たない

ため 

□ 利用者が少ないため  □ その他（例：維持管

理が困難など 

廃止〔撤去）日：□本報告書提出日  □  月  日

（半年以内の任意の日） 

無線局免許状：□本報告書に添付  □紛失 

今後ＪＡＲＬから求められる要件は、 

・稼働状況を調べ運用実態が少ない局は廃止を求

めていく。 

・平成 29 年度までに再免許等の機会を捉えて空中

線電力を 1W にしていく。 

・大規模マラソン大会等でのＦＰＵの運用に干渉妨害

を与える可能性のある 1200ＭＨｚのレビータ局には

数日間運用を控えていただく。 

等の三点が求められると思われます。 

如何に行政に対応して、アマチュア無線家を守っ

てくれるのか。アマチュア無線家の権利、権益を守る

ために設立された感も有る、社団でも有る JARL の動

きに注目すべきです。 

「運用実態が少ない局は廃止を！」その様な暴論

の根拠は何処から出て来ているのか。 

私には、電波を出していない局は廃局を！との暴

論を言われているようにも聞こえる。アマチュア無線

の根源にも関わる問題だと危惧する。 

現在、停止中で再開の目途がつかない局、もしく

は直轄局（運用費等は JARL 負担）には、自主的に

廃局などの提示は可能だと思われるが、アマチュア

無線の発展のために貢献し、ドナー等で金銭を集め

て運用している団体局に対しては、違法局でもない

のに財産を没収（使用出来ない）する様な事はすべ

きで無いし、法律上の問題も残す。 

無線局の形態上、常時運用しているのは業務局だ

けで、正反対の運用形態のアマチュア局に対して、

運用状態が有無での理論をはめ込む事は出来ませ

ん。 

はたして、アマチュア無線家を援護出来るのか、

JARL の力量、奮闘を願いたいものです。 

 

 


