
79GHz帯等を用いた移動通信技術の
国際標準化のための国際機関等との連絡調整事務

周波数ひっ迫対策のための国際機関等との連絡調整事務
平成27年度終了案件 終了評価資料

平成28年６月27日
移動通信課

実施期間：平成２４年度～平成２７年度



成果目標並びに必要性及び背景

79GHz帯高分解能レーダーや700MHz帯車車間・路車間通信等のITS（高度道路交通シス
テム）無線システム技術について、ITU-R等の国際標準化機関における通信方式や周波数
等の国際標準化を目指して、各国における国際標準化の動向調査や関係者との連絡・調整
等を行う。この調査結果を踏まえ、我が国の周波数有効利用に資するITS無線システム技術
のITU-R勧告への反映等を目指す。

成果目標

1

ITSを活用した安全運転支援システムの実現のため、我が国では79GHz帯高分解能
レーダーや700MHz帯を用いた車車間・路車間通信等の開発や標準化を進めている。
79GHz帯高分解能レーダーは自動車だけでなく歩行者や自転車等の小さな物体の検

知に優れ、我が国においては昨今、制度整備を行ったところである。同レーダーが用
いる予定の周波数帯（77–81GHz）においては、一部国際的な分配がなされていない帯
域（77.5–78GHz）が存在しているため、その国際的な分配についてWRC-15 議題1.18
として検討が開始され、国際標準の検討が本格化していたところ。また、日米欧を中
心に安全運転支援システムの実現に向けた取組が積極的に行われており、それらの国
際標準化に関する議論が活発となっているところ。
こうした現状を踏まえ、79GHz帯高分解能レーダーや700MHz帯を用いた車車間・路

車間通信等のITS無線システム技術について、我が国の電波の有効利用に資するITS無
線システム技術が国際標準につながるよう、国際標準化活動を積極的・戦略的に進め
ることが必要である。

必要性及び背景



実施内容

① 79GHz帯高分解能レーダーのための周波数一次分配

• 77.5 - 78.0GHz帯のレーダー（無線標定業務）への一次分配に関する新議題の提案が2012年2月
に開催されたWRC-12において承認され、WRC-15の議題1.18となったことから、WRC-15における
RR（無線通信規則）改定に向けた活動を実施。

② 国際標準化活動推進のための動向調査及び仲間づくり

• 国際標準化機関及び海外主管庁等の関係者との意見交換を行い、WRC-15 議題1.18に向けた
対応やその他のITSに係る技術基準等の国際標準化、WRC-19の新議題提案等の国際標準化活
動推進に関する連携を強化。

• 関連する標準化会合へ参加し、各標準機関、各国のITS標準化動向等について調査を実施。

• WRC-19議題1.12「ITS用周波数の世界的調和」の新議題提案の承認に向けた活動を実施。

③ 安全運転支援に資する車車間・路車間通信技術の勧告化

• 車車間・路車間通信における無線インターフェースの技術的特性について、我が国の標準規格
を反映させた勧告化を目指し活動を実施。

実施項目
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2015年11月のWRC-15において、これまでのITU-R SG5 WP5A/WP5C会合やSG5会合における寄与

文書の提案や、欧米・アジアにおける国際標準化機関や外国主管庁等の関係者との仲間づくり、
関連会合の議長ポストを務めることによる議論・文書作成への貢献等の結果、WRC-15 議題1.18は
本連絡調整事務の目標どおりに77.5-78.0GHzにおける無線標定業務の一次分配が合意され、RR
（無線通信規則）の改定に反映されることが決定した。
今後、本決定を受け、RR改定の施行に合わせ、我が国の周波数割当計画の変更及びそれに伴
う技術基準への反映を行う予定。

① 79GHz帯高分解能レーダーのための周波数一次分配

3

実施結果①
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日本から、車車間・路車間通信における無線インターフェースの技術的特性に関する新勧告案
M.[V2X] を提案し、2015年7月のITU-R SG5において承認された。また、当該新勧告案に対する郵便
投票の結果、 2015年9月にV2Xに関するITU-Rでの新勧告M.2084がリリースされた。これにより我
が国の700MHz帯を用いた車車間・路車間通信に関する我が国の標準規格が国際標準に反映さ
れることとなった。

③ 安全運転を支援する車車間・路車間通信技術の勧告化
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実施結果②

② 国際標準化活動推進のための動向調査及び仲間づくり

AWGにおいて我が国のITS技術の技術開発動向や技術基準の検討状況等を紹介するとともに、
アジア・太平洋地域のITS検討状況や利用周波数等について調査を継続した。

ITU-R SG5 WP5A/WP5B、AWG、APG、ETSI等の会合に参加し、各標準化機関、各国の動向につい
て調査を行うとともに、我が国のITS無線システム技術等について紹介を行い、自動運転も視野に
入れた国際標準化やWRC-19 への新議題提案に向けて積極的に仲間づくりを推進した。
また、ITSの利用方法や無線インターフェース等を検討するAWG TG-ITSの議長及びAPGにおいて

WRC-15に向けたアジア・太平洋地域の議題1.18に関する合意形成を進めたDG-1.18の議長を日
本が務めることにより、我が国の国際標準化活動を推進した。
また、ITSに使われる周波数帯を特定し、無線LANなど他のアプリケーションからの干渉から保護
を求めるための国際協調を図るため、WRC-19の新議題「ITS用周波数の世界的調和」提案を日本
から行った。本議題提案については、APG会合にて日本がAPT共同見解案を作成し承認されるとと
もに、2015年11月のWRC-15において当該議題をWRC-19議題とすることが承認された。



目標の達成状況

目標① 79GHz帯高分解能レーダーのための周波数一次分配

2015年11月に開催されたWRC-15において、
WRC-15 議題1.18は本連絡調整事務の目標
どおりに77.5-78.0GHzにおける無線標定業
務の一次分配が合意され、RR（無線通信規
則）の改定に反映されることが決定した。

目標③ 安全運転を支援する車車間・路車間通信技術の勧告化

日本から提案した車車間・路車間通信における無線インターフェースの技術的特性に関する新勧
告案が、2015年9月に我が国の標準規格を含む新勧告M.2084としてリリースされた。

◆従来の76～81GHzにおける周波数国際分配（１次分配）
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目標② 国際標準化活動推進のための動向調査及び仲間づくり
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WRC-19議題「ITS用周波数の世界的調和」の新議題提案を行い、2015年11月のWRC-15において
承認された。



次世代移動通信の国際協調に向けた
国際機関等との連絡調整事務

周波数ひっ迫対策のための国際機関等との連絡調整事務
平成27年度終了案件 終了評価資料

平成28年4月11日
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課

実施期間：平成24年度～平成27年度



成果目標並びに必要性及び背景

IMT等の次世代移動通信技術の標準化を推進するとともに、IMT等の我が国における周波数事情と国

際的な周波数との調和を目指し、国際標準化機関への提案や動向調査、関係各国との連絡調整等を実
施することにより、ワイヤレス分野における我が国の国際競争力の強化及び周波数有効利用を図る。

成果目標

1

移動通信分野におけるサービスの多様化・高度化及びトラヒックの増大等に伴い、電波利用のニーズは

増大しており、社会経済活動のグローバル化やボーダレス化を背景に、世界的にも電波利用分野は拡大
している。

このような世界的な周波数のひっ迫状況に対応するため、2012年世界無線通信会議（WRC-12）におい
て、IMTの新たな周波数帯の特定に関する議題が設定され、WRC-15へ向けてITU-R等で議論が行われ

てきた。我が国においても、増大する移動通信トラヒックに対応するため、技術基準の策定や「周波数再編
アクションプラン（平成26年10月改定版）」を受け、2014年9月に3.5GHz帯について第4世代移動通信シス
テム導入のための周波数の割当が行われた。

IMT等無線通信システムのようなグローバルなシステムにおいては、我が国の周波数事情と国際的な

周波数との調和が非常に重要であり、国内における周波数の確保・検討に当たっては、諸外国における周
波数の割当状況等を考慮するなど、国際的な調整が必要である。以上より、本連絡調整事務を通じて、次
世代移動通信技術の国際標準化の推進や国際的な周波数の調和に資するため、IMT等の無線通信シス
テムに関する国際標準化機関への提案や動向調査、関係各国等との連絡調整を実施する。

必要性及び背景



実施内容

 国際標準化機関等への提案等

2015年のWRC-15に向け、ITU-R等においてIMTへの新たな国際的な周波数帯の検討を実施。IMTへ

の国際的な周波数帯については、我が国の周波数事情と調和がとれたものが望ましく、我が国の意
向を最大限反映させるため、日中韓等関係国との連携を強化するとともに、ITU-R等の国際標準化会

合へ提案を入力。また、日本寄書の提案にあたって、キーパーソンや関連諸国等の調整を行うなど、
日本の提案が反映されるよう関係者間の調整を実施。

 国際標準化の動向調査

国内の携帯電話システム等の次世代移動通信システムの周波数割当や技術基準の策定に当たっ
ては、諸外国における周波数の割当状況等、各国の動向を踏まえた検討が重要であり、ITU-R等の国
際標準化動向や諸外国における周波数の利用状況・検討状況等の調査を実施。

 国際会議の日本招致等活動

ITUやAPT（アジア・太平洋電気通信共同体）等の国際標準化関連会合を日本に招致することで、欧

米等の主要国をはじめ、アジア諸国を含めた各国との連携を図り、次世代移動通信技術に関する国
際標準化活動を積極的に推進。そのために必要な国際会議の日本招致に向けた活動及び当該会合
の運営等を実施。

実施項目
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● IMT等へのさらなる周波数の追加特定を目指し、2015年開催のWRC-15議題1.1（IMT等の追加周波数検討）関係
の主な検討グループであるWP5D、JTG4-5-6-7及びCPM15-2において積極的に議論に参加し、我が国の意向を反
映させるよう議論に貢献。

特に昨年は、2015年開催のWRC-15議題1.1（IMT等の追加周波数検討）に関して我が国が支持する周波数帯につ
いて、APG会合やWRC-15本会合へ提出した日本寄書（中韓等との共同寄書を含む6件）の入力支援を行うとともに、
各国から提出される入力寄書の審議表の作成支援を行い、会合にあたっては各国の関係者からの情報収集や意見
調整を行い、日本の提案が反映されるよう対処した。

2015年開催のWRC-15 議題1.1（IMT等の追加周波数検討）審議結果を反映させるため、WRC-15WP5D第23回会
合において、各国等入力寄書の審議表の作成とりまとめを行うとともに、現地審議における適切な対応に寄与した。

（参考）JTG4-5-6-7概要

● 我が国が8件の寄書入力などを行い積極的に作成に貢献してきた、IMTシステムの将来動向に関する報告案
M.[IMT.FUTERE TECHNOLOGY TRENDS]の作成がWP5D第20回会合で終了し、2014年11月にSG5で承認された。今
会期中に我が国から6件の寄書を提出し長年貢献してきた、コグニティブ無線に関する報告案M.[LMS.CRS2]の作成
作業がWP5A第14回会合で終了し、2014年11月にSG5で承認された。今会期中に我が国から4件の寄書を提出して
貢献した、ローカル・カバレッジに関する報告案M.[LOCAL_COVERAGE] の作成作業が、WP5A第15回会合で終了し、
2015年7月にSG5で承認された。

① 国際標準化機関等への提案等
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実施結果①

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

日本代表団参加者数 12 14 16 16 16 15

日本寄書数 0 2 4 12 10 4



● ITU-R SG5 WP5D第16回会合の日本招致に向け、ITU-Rに参加しているセクターメンバーを中心とし
た企業、研究機関、標準化団体等を構成員とする連絡会を組織し、会合運営に向けた準備・調整を行っ
た。会議場、設備の確認等、候補会場となる札幌パークホテルにて会合開催へ向けた調整を行った。

ITU-R SG5 WP5D第16回会合（平成25年7月開催）の日本（札幌）招致の運営を成功裏に行った。
WP5D会合運営に当たっては、日本事務局を設置し、参加者の参加登録に必要な準備、機器運用、会
議室の管理等を実施した。

③ 国際会議の日本招致等活動
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実施結果②

② 国際標準化の動向調査

● IMT（IMT-2000、IMT-Advanced）等の次世代移動通信システムに関連するITU-R等の国際標準化会
合（第1回～第6回までのJTG4-5-6-7、第13回～第22回までのWP5D、第9回～第15回までのWP5A、第
13回～第19回AWG、第1回～第5回APG、RA-15、WRC-15、CPM15-2、CPM19-1）において、標準化の
検討状況及び今後の動向等を調査した。

● 諸外国の政府関係者・専門家及び議長等の役職者と標準規格における各国の検討状況・対処方針、
当該会合の運営・議論の方向性等について意見交換を行った。特に、WRC-15においては、参加国の議
題1.1に対する最終的な立場を確認するために、各国主管庁担当者をはじめとした参加者に対して、情
報収集及びとりまとめを行った。



我が国の携帯電話への割当て周波数帯域
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• 我が国では、携帯電話※の需要の増大やシステムの高度化にあわせ、これまでに合計約640MHz幅の周波
数を移動通信事業者各社に割当て※ 国際的にはIMT（International Mobile Telecommunications）とされており、 広帯域無線アクセス（BWA: Broadband Wireless Access）やPHSを含む

WRC-15議題1.1 移動業務への追加分配及びIMT向け周波数の特定

目標の達成状況①

WRC-15は、国際電気通信連合（ITU: International Telecommunication Union）における最大規模の会合であり、３～４年毎に
催。無線システムの国際周波数分配や国際的な電波利用の規則・手続等について規定する無線通信規則の改正を実施。我
が国のワイヤレス分野の国際競争力を強化する観点から重要な会議。

日 程： 2015年11月2日～27日

場 所： スイス・ジュネーブ

参加者：162カ国から約3,800名が参加。我が国からは、総務省・民間事業者・研究機関などから約80名が参加。

 我が国提案の帯域のうち、1.5GHz帯（1427-1518MHz）については、今回グローバルバンドとしてIMT用に追加された。

 我が国におけるこのほかの新たな周波数の確保については、既存システム（衛星通信システム、航空無線高度計、航空用移動システム）の保護を求める強い意
見が出され、各国の利害が対立した結果、行われなかった。

議題１.１結果
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WRC-15議題1.1 移動業務への追加分配及びIMT向け周波数の特定

目標の達成状況②

● IMTへ将来必要となる周波数帯域幅の計算に用いる計算手法及びパラメータ（WP5D）

→ 将来IMTに必要となる周波数幅の計算手法に関するITU-R勧告1768改訂案が完成。我が国が提案したトラヒック予測
等のパラメータを入力すると2020年頃にIMTに必要とされる周波数幅は最大1960MHzと暫定的に算定された。

● IMTと他業務の共用検討、両立性検討（WP5D）

→ IMTと他業務の共用検討、両立性検討を行うためのIMT側のパラメータをまとめたITU-Rレポート案が完成。我が国から
提案したIMT側のパラメータを盛り込んだ上でレポートにとりまとめた。

● WRC-15議題1.1についての検討（WP5D、JTG4-5-6-7、APG、AWG）

→ 我が国が提案する帯域が記載された状態でCPMレポート案作成作業が終了した。提案周波数帯が検討対象から外れ
ないよう議論に参加し対処するとともに、当該周波数帯をIMTへ特定できるよう関係各国と調整を行った。

● WRC-15議題1.1についての我が国提案（APG、WP5D）

→ 我が国が提案する帯域について、第5回APGで作成されたAPT共同提案を支持するとともに、アジア各国等との共同寄
書を含む6件の提案寄書をWRC-15に入力。

IMT等の次世代移動通信技術の標準化の推進

今会期中に、我が国が寄書入力などを行い積極的に作成に貢献してきた報告案が完成し、SG5で承認された。

ITU-R報告名 承認年月 日本寄書数

ITU-R報告 M.2320（地上IMTシステムの将来技術動向） 2014年11月 8件

ITU-R報告M.2330 （地上移動業務のコグニティブ無線システム） 2014年11月 6件

ITU-R報告M.2378（ローカル・カバレッジのためのBWAシステムガイドライン） 2015年7月 4件
6



○WP5D： ITU-R SG5（地上業務を所掌）に設置された IMT（ IMT-2000及びIMT-Advanced）を担当する作業会合
○期 間・場所：平成25年７月10日（水）～７月17日（水） 日本（札幌）

※７月10日 オープニング・プレナリーにて吉良局長挨拶、レセプションにて柴山副大臣挨拶。
○出 席 者 ：各国電気通信主管庁、標準化機関、電気通信事業者、メーカー等37ヶ国から約185名が参加。日本からは

森下移動通信企画官を団長として23名が参加。

概要

● ITU-R SG5 WP5D第16回会合（平成25年7月開催）の日本（札幌）招致に向けた準備及び会合運営を成功裏に実施。
● 会合開催中にITU-R事務局及び主要な会合関係者との人間関係作りにつとめ、我が国のプレゼンス向上を図るととも
に、今後の会合の進め方及び役職について意見交換を行い、議論を我が国にとって有利に進めるための調整を行った

主な結果

副大臣によるレセプション挨拶 会合の様子

目標の達成状況③

WP5D札幌会合（ITU-R SG5 WP5D第16回会合）等の開催

その他、CEATEC JAPAN 2014（平成26年10月開催）の第５世代移動通信システムに関するワークショップの開催に向
けた準備及び運営を成功裏に行った。
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ITU-Rの構成

RAG 無線通信アドバイザリグループ

ITU-Rの作業の優先順位及び戦略等の見直し、作業計画の進捗状況の評価

全権委員会議 PP
最高意思決定機関（４年毎に開催）

無線通信総会 RA
研究課題設定、勧告の承認等（３～４年毎に開催）

SG1 周波数計画、利用、技術、分配及び監視

周波数管理の原則及び技術、周波数共用の一般原則、周波数監視、周波数利用の長期戦略等に関する研究

SG4 衛星系業務

固定衛星、移動衛星、放送衛星、無線測位衛星業務のためのシステムとネットワークに関する研究

SG6 放送業務

映像、音声、マルチメディアとデータサービスを含む無線通信放送に関する研究

SG7 科学業務

宇宙運用、宇宙研究、地球探査、気象、遠隔計測、電波天文、レーダ天文、周波数標準、報時信号等に関する研究

SG5 地上系業務

固定、移動、無線測位、アマチュア及びアマチュア衛星業務のシステムとネットワークに関する研究

SG3 電波伝搬

無線通信システムの向上を目的とした、電離媒質及び非電離媒質中における電波伝搬並びに電波雑音特性に関する研究

会議準備会合
CPM

ＷＲＣの準備

世界無線通信会議
WRC

無線通信規則の改正等

地域無線通信会議
RRC

地域における無線通信に関する
協定等の協議

ITU-R

WP5B
海上移動業務、航空移動業務

WP5A
陸上移動業務、アマチュア業務

WP5C
固定業務

WP5D
携帯電話（IMT）

付属１
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APTの構成

総会
（GA： The General Assembly ）

APT

AWG

無線通信に関する会合。ｱｼﾞｱ・太平洋地域におけるIMT-
Advancedを含む無線ｼｽﾃﾑの高度化、普及促進に資することを
目的として、検討・情報交換を行うもの。

APG

世界無線通信会議（WRC）の各議題向へ

けて、アジア･太平洋地域の見解をとりま
とめる会合

付属２

APT: Asia-Pacific Telecommunity＝アジア・太平洋電気通信共同体

管理委員会
（MC： The Management Committee ）

ＡＷG
（The APT Wireless Group ）

ＡＰＧ
（The APT Conference Preparatory Group for 

WRC ）

ＡＳＴＡＰ
（APT Standardization Program ）
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ミリ波帯を用いた高速移動体向け大容量無線
通信技術の国際標準化のための国際機関等と

の連絡調整事務

周波数ひっ迫対策のための国際機関等との連絡調整事務
平成27年度終了案件 終了評価資料

平成28年６月27日
衛星移動通信課

実施期間：平成25年度～平成27年度



成果目標及び実施内容
成果目標

1

我が国の開発した、ミリ波帯（40GHz帯）を用いた高速移動体向けの大容量無線通信技術につ
いて、ITU-Rでの国際標準化を目指すとともに、APTにおけるアジア地域の標準化及びICAOで
のアプリケーションやニーズの拡大に寄与する。

① ITU-R（国際電気通信連合）への寄与
• 平成27年度を目途に、我が国から寄与文書の入力、発表、説明を行い、ITU-R勧告化・報告化を推進。
• 具体的には、WP5Aで先行して審議中だった報告案に対して、航空分野の高速移動体向け大容量無線通信技術の

追加提案を実施。また、陸上分野においても、我が国から本技術を適用した新報告案化の提案を実施。

② APT（アジア・太平洋電気通信共同体）への寄与
• 近年、欧米諸国、ITU-Rでは、ＡＴＰなど地域グループの決議を重要視していることを踏まえ、APT無線グループ

(AWG)に、寄与文書の入力及び発表・説明を実施し、新たにAPT報告の作成を推進。
• 具体的には、2件のAPTレポートに関して活動。１つは、本技術の航空分野における実証試験結果やアプリケーショ

ンについて考察した文書、２つ目は、本技術に関してAPTメンバー各国の現状及びニーズを把握するためのアンケ
ート調査結果レポート文書の提案を実施。

③ ICAO（国際民間航空機関）への寄与
• ＩＣＡＯにおいて、航空分野の国際標準化に向けた有益な情報の収集とともにアプリケーションやニーズの拡大に向

けた寄与を行う活動を実施。
• 具体的には、各国航空主管庁及び航空関連企業に対して、本技術に関する寄与文書2件を入力、発表し、本技術

の活用や標準化に向けた周知活動を実施。

実施内容

1



各年度ごとの実施結果

初年度は対処方針検討会で航空分野の進め方を議論
【成果】ITU-R新報告 ITU-R M.2282-0 「航空機を利用した公衆

移動通信システム」
ICAO情報文書

「ミリ波帯を使用した地上航空機間直接無線通信システム」
「地上航空機間直接無線通信のための40GHz超帯を用い
た地上伝播計測」

標準化対象等の検討

平成25年度継続評価会での助言
「40GHzでの標準化戦略、高速鉄道への40GHz技術のアピール」

アジア（APT/AWG)での標準化活動の取組み

【成果】APT新報告「地上航空機間直接通信システム」

H25年度

H26年度

H27年度 APT報告/ＩＣＡＯのフォローアップ

陸上分野の戦略

【成果】 ITU-R新報告案「鉄道向け公共移動無線通信シ
ステムM.[RAIL.LINK]」の入力

ITU-R新報告案M.[RAIL.LINK]の追加入力、ワークプラン
作成、審議対応

予算の効率的な執行

航空分野でITU-R報告化、APT報告化を達成、陸上分野もITU-R報告化の見込み

航空分野 陸上分野

標準化戦略 対処方針検討会で陸上分野での取り組みを重点化

H28年度完成予定

2
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ITU-R（国際電気通信連合）への寄与（陸上分野）

平成27年度の実施内容

経緯と審議結果

ITU-R報告※の新規提案
継続審議の承認

修正提案の概要

※ ITU-R報告書（草案）「鉄道向け公共移動無線システム「RAIL.INK」（以下同じ）

※PDNR: Preliminary Draft New Report , DNR : Draft New Report

ITU-R WP5A（H26.10月）

修正案入力・他国入力の
統合、完成に向け審議
次回継続審議へ

ITU-R WP5A（H27.7月）

ITU-R報告案の審議を受け

APTとして、鉄道に関する新
帯域割当も含めたWRC-19

新議題の提案を決定

APG会合（H27.7月）

WRC-19議題1.11

（鉄道向け無線通信シ
ステム）が決定

WRC-15（H27.11月）

今後WRC-19までITU-R WP5Aにて
本議題を議論予定

前回ITU-R会合の結果 修正提案
１．Introduction
２．Communication systems in Japan
２．１ Introduction
２．２ LCX
２．３ WiMAX
２．４ Wi-Fi Access
２．５ ミリ波

１．Introduction
２．Communication systems in Japan
２．１ Introduction

２．２ 統合システム
２．２．１ 新幹線（LCX）

２．２．２ ミリ波
２．３ 運行業務用通信

２．２．１ 在来線列車無線システム
２．３．２ 無線式列車制御用無線システム
２．３．３ 防護無線

２．４ 旅客サービス用通信
２．４．１ WiMAX
２．４．２ WiFi access for travelling train
２．４．３ ミリ波（train vision）

青字：前回入力分と同様の内容、赤字：今回新たに追記or加筆修正

構成の入れ替え
追記・加筆修正を実施

次年度以降の国際標準化に関する提言

 高速走行試験の内容及び結果の追加
 日本の運用事例で、運行業務用途を含めた既存のシステムを追記or加筆修正  ITU-R新報告案M.[RAIL.LINK]の完成

DNR
※

への格上げ
ITU-Rで報告化へ

ITU-R WP5A（H28.11月）

PDNR※への格上げ

ITU-R WP5A（H28.5月）

 更なる国際標準化活動の検討

 ITU-R報告完成後、ユーザニーズに応じてITU-R勧告化を検討

WRC-19議題1.11の動向把握

APTについて、必要性に応じてAWG-19で設立されたTG-
Railwayにおける標準化活動を検討

運用段階に近づいた段階でその他関連標準化組織（UICやIEC
等）への活動の検討

※ UIC: Preliminary Draft New Report（国際鉄道連合）
IEC: International Electrotechnical Commission（国際電気標準化会議）

 今後民間ベースで以下の活動実施が望まれる

更なる追記・
修正提案

国内調整

平成27年度活動

3
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ITU-R

APT/AWG

目標の達成状況

当初の実施目標 3年間での達成事項

 各標準化会議に対する対処方針の検討
 3年間のとりまとめ
 事業終了後（平成28年度以降）実施すべき

標準化活動等の整理

 各標準化会議に対する対処方針の検討対処方針検討会

 ITU-R報告 M.2282-0完成【平成25年度】
 ITU-R報告 M.[RAIL.LINK]の提案・審議開

始【平成26年度】※平成28年度完成予定

 2つの文書入力を実施し 本技術の航空分
野の活用について提案【平成25年度】

 その後の動向を継続して調査を実施

 APT報告「Possible Radio Services and 

Applications onboard Aircraft and 

Vessels」の完成【平成26年度】
 APT報告「Application of Direct Broadband 

Radio Communication System between 

Air and Ground」の完成【平成26年度】

 平成27年度を目処に目途に、寄与文書の
入力及び発表・説明を実施し、勧告化又は
報告化を目指す

 ATP／AWGで寄与文書の入力及び発表・
説明を実施、新たにAPT報告化を目指す

 航空の国際標準機関ICAO ACP WG-Fで、
本技術の国際標準化に向けた有益な情報
の収集とともに、アプリケーションやニーズ
の拡大の寄与に向けた活動

ICAO

4
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ICAO

APT/AWG

（参考）本連絡調整事務における標準化文書等

M.2282-0 Systems for public mobile 
communications with aircraft
（航空機を利用した公衆移動通信システム）

M.[RAIL.LINK] Systems for [public] mobile 
communications with [train][railways]
（鉄道を利用した（公衆）移動通信システム）

Possible Radio Services and Applications onboard 
Aircraft and Vessels
（航空機・船舶搭載の想定される無線サービス・利用）

Application of Direct Broadband Radio 
Communication System between Air and Ground
（航空機地上間直接無線通信システムの利用）

Millimeter wave broadband wireless 
direct communication between air and 
ground
（ミリ波帯を使用した地上航空機間直接無線通信システム）

暫定報告案（H28年度完成予定）報告（H25年度完成）

ITU-R

報告（H26年度完成）

情報文書（H25年度）
Over-40 GHz Millimeter wave Ground Based 
Propagation Measurement for Broadband Wireless 
Direct Communication between Air and Ground
（地上航空機間直接無線通信のための40GHz超帯を用いた地上伝播計測）

報告（H26年度完成）情報文書（H25年度）

 本報告のテーマは民間
航空機と地上間の直接
無線通信に関する既存
事例及び実証試験結果
を示したもの。

 我が国からは、ミリ波帯
を用いた本技術によるシ
ステムの全体像と伝播試
験結果を示した文書を入
力した。

 本報告のテーマは鉄道向け
の無線通信システムにおけ
る既存事例及び実証試験結
果を示したもの。

 我が国からは、ミリ波帯を用
いた本技術によるシステム
の全体像と電波伝搬試験結
果を示した文書を入力した。
また、既存の無線通信シス
テムの事例についても入力
した。

 本報告のテーマは航空機・
船舶搭載の想定される無線
サービスや利用事例の紹介
を行うもの。

 我が国からは、ミリ波帯を用
いた本技術によるシステム
の全体像と電波伝搬試験結
果を示した文書を入力した。

 本技術によるシステム
の全体像と電波伝搬
試験結果を示した文書
。

 本技術を航空機で使用した
際、特に空港面を航空機が
移動中もしくは飛び立った直
後に関す、地上面の影響を
考慮した電波伝搬特性の結
果を示した文書。

 本報告のテーマは航空機地
上間直接無線通信システム
のニーズ、研究開発動向等
に関して、APTメンバーに対
して実施したアンケート結果
をまとめたもの。
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固定無線アクセス技術等の国際標準化のための
国際機関等との連絡調整事務

周波数ひっ迫対策のための国際機関等との連絡調整事務
平成27年度終了案件 終了評価資料

平成28年６月27日
基幹通信課

実施期間：平成25年度～平成27年度



成果目標並びに必要性及び背景

主要国における固定無線アクセス等の利用状況や技術動向等を調査し、潜在的なニーズ
の把握から我が国の技術を反映したITU-R勧告/レポートの作成・改訂及び新たな周波数分

配の提案までを一体として実施しミリ波帯固定通信システム等の国際標準化を目指し、ひい
ては、国内の周波数の有効利用を図るとともに、将来の国際市場での競争力確保を図る。

成果目標

1

近年の無線通信の需要増による電波資源のひっ迫などの事情から、固定無線アクセス等の
将来の利用が見込まれるミリ波帯等の周波数が今後の有力な通信手段として注目されてい
るところである。我が国としても、ミリ波帯固定通信技術などの国際的な活動に積極的に貢
献することで、周波数の有効利用に資する我が国技術の国際標準化の推進、ひいては国際
競争力の強化を図る必要がある。

本連絡調整事務は、各国の動向などを踏まえつつ、アジア諸国を含む各国との連携を密に
しながら、周波数有効利用を実現する我が国のミリ波帯固定通信システム等をITU-R等にお

ける国際標準に反映させるための官民一体となった活動を積極的・戦略的に推進することを
目的として必要な活動を実施するものであり、我が国技術の国際競争力の強化にも資する
ものである。

必要性及び背景



実施内容

① 研究課題ITU-R 253/5（固定業務の利用と将来傾向）への寄与及び各国の固定無線
システムの利用動向・ニーズ等の調査等

• ITU-R研究課題253/5の議論に資するとともに、未利用周波数帯における我が国技術の国際標
準化や国際展開を促すため、固定業務、特に大容量伝送が可能なミリ波帯等に関する各国の
利用動向・ニーズなどの調査を実施。
実施に当たり、国内の検討・情報共有のための体制を整備。

② 固定無線システム等に関する標準化活動への寄与

• 300MHzから100GHzの周波数における近距離無線通信システム及び無線LANに関する電波伝
搬関連勧告や固定無線システムと他のシステムとの周波数共用検討に用いるパラメータに関
する勧告などのITU-R勧告／レポートの作成・改訂に向けて、提案の支援を実施。

③ 120GHz帯大容量伝送用の国際周波数分配に向けた活動

• 120GHz帯大容量伝送用の国際周波数分配に向けた活動の支援を実施。

実施項目
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（ア）固定業務の利用と将来傾向に関する新レポートの作成への寄与
・ 我が国及び英国からの提案に基づく研究課題ITU-R 253/5（固定業務の利用と将来傾向）の出力文
書として、固定業務の 現状や将来の開発の方向性を示す新レポート案ITU-R F.[FS USE-
TRENDS] （固定業務の利用と将来傾向）の作成が、NTT 大槻氏が議長を務めるコレスポンデンス・グ

ループにおいて、ミリ波帯等の高周波数帯に関する我が国からの提案を中心に進められ、平成
26年11月のITU-R SG5会合において新レポートITU-R F.2323（固定業務の利用と将来傾向）として採択さ
れた。

（イ）AWGにおける固定無線システムの利用動向等の研究のための新タスクグループの設立
・ 2013年8月、日本提案に基づき、AWGにおいて固定無線システムを扱う新タスクグループTG-
FWS（議長：早稲田大学川西教授）が設置され、APT地域に対して日本から情報発信できる新たな機会
を創出することができた。

（ウ）諸外国における固定無線システムの利用動向・ニーズ等の調査

・ ベトナム、フィリピン、インドネシア等において、主管庁に対するヒアリング等による調査を実
施し、FWSの利用動向等について把握するとともに、今後の国際標準化活動のための協力体

制の下地作りを行った。また、ここで得られた知見を基に、「固定無線通信に関するステアリン
グ・グループ」を中心に日本の技術・製品展開に関する働きかけ等の活動が行われた。

①－１ 研究課題ITU-R 253/5「固定業務の利用と将来傾向」への寄与及び各国の固
定無線システムの利用動向・ニーズ等の調査等

3

実施結果①



4

実施結果②

②－１ 固定無線システム等に関する標準化活動への寄与

（ア）モバイルバックホール用固定局の要求条件に関する新レポートF.[FS.IMT/BB] （IMT及びその他の

陸上移動広帯域システムのバックホールのための固定業務の利用）の作成
・ 我が国より、backhaulに要求される具体的な周波数利用効率を最適化するための伝送容量

の図の追加や、本作業文書を暫定新レポート案に格上げする提案等を行い、反映された。
→2016年11月のITU-R WP5C会合にて完成される見込み

（イ）新勧告F.2086（固定業務のPoint-to-Pointシステムの配置シナリオ）の策定

・ 我が国の当該システムの統計情報を入力し、新勧告案に反映された。本勧告は、今後の固
定業務と他の業務の周波数共用検討において固定業務側のパラメータとして参照される。

（ウ）静止軌道上のデータ中継衛星の保護のための固定業務のeirp制限に関する勧告の改訂

・ 改訂勧告案の検討に際し、我が国の既存固定局の運用や今後の置局において、不用な周波
数割当て上の混乱や見直しを招く恐れがあることから、過度な制約を課すものであることを主張
し、意見が採用された。

①－２ 研究課題ITU-R 253/5「固定業務の利用と将来傾向」への寄与及び各国の固
定無線システムの利用動向・ニーズ等の調査等

（エ）国内の検討・情報共有のための体制整備
・ 平成25年6月に、AWG副議長（現議長）、電気通信事業者、ベンダー等の国内主要関係者をメ

ンバーとする「固定無線通信に関するステアリング・グループ」を立ち上げ、研究課題ITU-R 
253/5（固定業務の利用と将来傾向）への対処方針の検討や標準化動向の情報共有を行った。



5

実施結果③

②－２ 固定無線システム等に関する標準化活動への寄与

（エ）災害救援のための固定無線システムに関する勧告ITU-R F.1105-2（災害救援運用のための固定無線

システム）の改訂

・ 移動通信基地局用固定エントランスリンクと移動通信基地局の両方が被災し使用不能となっ
た場合において、我が国の可搬型FWSが災害対策及び救援活動等に有効であることから、その
装置構成及び効用について追記する提案を行い、勧告改訂案に反映された。

（オ）短距離屋外伝搬特性等に関する勧告の改訂
・ ITU-R勧告P.1411-7（300MHzから100GHzの周波数帯における屋外無線通信システム及び無線LANの計画のための

伝搬データと推定モデル）について、我が国より多数の実測結果に基づく寄与を行い、勧告改訂案に
反映された。

国内において実用化に向けた検討が行われている。

実用化の際に国際周波数分配獲得に向けた提案が行えるよう、諸外国における同周波数帯の
ニーズ喚起を目的として、関連するITU-RレポートF.2323 （固定業務の利用と将来傾向）やAPTレポート
AWG/REP-54（固定無線システムに関するAPTレポート）に、我が国における技術、利用に関する情報を盛り
込んだ。

③ 120GHz帯大容量伝送用の国際周波数分配に向けた活動



目標の達成状況
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目標① ミリ波帯等における固定無線システム等の国際標準化の動向の調査

⇒高周波数帯を活用した固定無線システム等について、今後市場発展が期待されるアジア諸国
のニーズの発掘を企図し、対象国の主管庁等に対し現地ヒアリング等を実施し、同国における
固定無線システム利用状況、今後の利用計画、利用拡大に当たっての課題等の把握を行った。
併せて、AWGにおける国際標準化活動の協力のための働きかけを行い、協力体制を確立した。

目標② 我が国における技術の国際標準化機関への提案

⇒下記の勧告/レポートをはじめ、 ITU-R SG3及びSG5（WP5C）で行われた勧告/レポートの新規作成
/改訂作業において、我が国の技術や研究内容に基づく寄与を行い、これを反映させた。

新勧告ITU-R F.2086 （固定業務のPoint-to-Pointシステムの配置シナリオ）

新レポートITU-R F.2323 （固定業務の利用と将来傾向）

新レポート案ITU-R F.[FS.IMT/BB] （IMT及びその他の陸上移動広帯域システムのバックホールのための固定業務の利用）

→2016年11月のITU-R WP5C会合にて完成される見込み

ITU-R勧告F.1105-2 （災害救援のための固定無線システム）

ITU-R勧告P.1411-7 （300-100GHzの周波数帯における屋外無線通信システム及び無線LANの計画のための伝搬データと推定モデル）

また、APT地域においては、AWG会合において固定無線システムの利用動向等について検討を
行う新タスクグループTG-FWSの設置を我が国より提案し、当該タスクグループの議長を日本が務

め、固定無線システムの利用動向や固定無線システムに利用される要素技術の開発動向に関
するレポートの作成を行うなど、固定無線システムに関する検討を主導する体制を確立した。



目標の達成状況
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目標③ 将来の国際市場での競争力確保

⇒特にAPT地域おいて、主導的に将来的に我が国の高周波数帯を活用した固定無線アクセス
技術の導入・整備・運用の拡大を視野に入れ、調査、情報収集を行った。

また、我が国から提案して設置された新タスクグループ「TG-FWS」はAPT地域に対して我が

国が意見や提案できる有効な機会であることから、当該タスクグループにおいて作成作業が
進められた固定無線システムの利用動向に関するレポートや、固定無線システムに利用され
る要素技術の開発動向に関するレポートに我が国企業が有する技術・製品の情報を多数盛り
込み、今後のAPT地域への固定無線システム関連製品の展開に向けたPRに資する内容とす
ることに成功した。

さらに、ITU-Rにおいても、同様の情報を盛り込んだ新レポートITU-R F.2323（固定業務の利用と将

来傾向）を作成した。



戦略的な国際標準化に向けた先進的技術の動向
把握のための国際機関等との連絡調整事務

周波数ひっ迫対策のための国際機関等との連絡調整事務
平成27年度終了案件 終了評価資料

平成28年６月27日
総合通信基盤局 電波部

電波政策課 国際周波数政策室

実施期間：平成26年度～平成27年度



標準化活動に向けた
枠組み形成、仲間作り

① 近年、携帯電話やスマートフォン等の利用増大や新たな電波利用ニーズの進展に伴い、更なる電波資源
拡大の研究開発と国際標準化活動を推進

② 新たな無線システムの導入・普及展開にあたっては、国際電気通信連合（ITU）での標準化と世界的な
周波数分配等が必要

③ 無線技術の急速な進展に併せて、地域機関（アジア・太平洋電気通信共同体（APT）等）や特定分野の
機関（国際電気標準会議（IEC）国際無線障害特別委員会（CISPR）等）の活動も活発化

④ 我が国が普及展開を目指す技術課題に関しては、各種標準化会合等に積極的に提案を行い、各国と
協調・連携の上、最終的にはITU等の国際標準化機関にて国際規格等の策定に繋げていくことが重要

成果目標並びに必要性及び背景

無線通信に関する技術の国際標準に関し、将来的に我が国にとって重要になると目される分野・技術を予め
浮かび上がらせ、今後の国際標準化活動の枠組み形成を図り、以て我が国の今後の世界無線通信会議
（WRC）等での議論の有利な展開に資する。

成果目標

必要性及び背景

無線通信規則、
国際規格等への反映

国際標準化機関への積極参加
寄与文書の提出・審議への参加

・・・



実施内容

実施項目①

 ITU、APT、CISPR等会合に日本の電波有効利用
技術/無線システム等を積極的に提案

 審議動向や参加国へのヒアリングを通じて標準化
動向等を調査・分析

 ITU標準化に向けた各国との連携体制の構築、
議論を推進

各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進

対象分野・技術

（ⅰ）ワイヤレス給電技術
（対象会合） ITU-R、APT/AWG、CISPR等

（ⅱ）海洋レーダー
（対象会合） ITU-R等

（ⅲ）公共保安・災害救援技術
（対象会合） APT/AWG等

 APT等における国際標準化会合を日本に招致することで、アジア・太平洋地域における日本の
プレゼンスを高めるとともに標準化の議論を主導

 日本の電波有効利用技術/無線システム等を積極的に提案

 標準化における連携体制構築・強化、議論を推進

APT国際標準化会合の日本招致による連携強化、議論の推進

実施項目②



■ 潮流観測、湾内の浮遊ゴミの
監視、油流出事故への対応、漁
業業者への情報提供を行う海洋
レーダーは、世界的に関心が高
まっている

■ WRC-12にて、海洋レーダー用
の周波数を特定されたことを受け、
ITU-R SG５ WP５Bにおいて、当
該周波数の有効利用のための技
術・運用要件をまとめた報告文書
の検討が行われることとなった

■ 我が国の技術を反映させること
が必要となったため、日米それぞ
れの提案に基づき、海洋レー
ダーの技術基準について検討

海洋レーダーワイヤレス給電 公共ブロードバンド

■ ワイヤレス給電（WPT）は、電気
自動車（EV）や携帯電話等に無
線で給電するシステム

■ APT/AWG会合や日中韓会合
において、WPTに関するTGが設
置され、各国からの提案に基づ
き活発な議論が行われている。

■ CISPRにおいてWPTに係る技
術基準の検討が行われており、
我が国からの寄与文書の入力等
の積極的な対応が必要

■ 公共保安・災害救援（PPDR）技
術は、従来、音声中心のナロー
バンド利用が主流だがブロードバ
ンドでの利用要望が高まっている

■ このため、APT/AWGにおいて
ブロードバンドPPDR技術に関す
るTGが設置され検討が開始

■ 日本では公共ブロードバンド移
動通信システム（公共ＢＢ）が導
入済であり、寄与文書の入力等
により積極的に我が国の事例を
他国に示す必要がある

対象分野・技術の概要

（ⅰ）ワイヤレス給電技術 （ⅱ）海洋レーダー （ⅲ）公共保安・
災害救援技術



実施結果①

CISPRにおける活動

（１）CISPR B小委員会 WG１チャンウォン会合（2014年６月４日～６月６日、韓国）

 EV用WPTの規格を検討することを目的としたタスクフォース（TF）のキックオフ会合が開催され、我が国の
専門家がTFのリーダーに就任

 複数のWPTの共存に関する測定データをとりまとめた寄与文書を提出し、検討を開始

（２）CISPRフランクフルト会議（2014年10月13日～10月24日、ドイツ）

 EV及びモバイル機器用WPTについて、国内の検討を基とした妨害波の許容値案や実測データ等を提出し、
我が国が議論を主導するための基盤を確立

（３）CISPRストレーザ会議（2015年９月21日～10月１日、イタリア）

 EV用WPTについて、我が国から提案した妨害波の測定法を含めた規格草案を作成

 白物家電用WPTについて、規格草案に対して提出された各国意見について審議を行い、我が国から提案
した妨害波の測定法を含めた委員会原案を作成

 モバイル機器用WPTについて、現行規格で規定されていない周波数帯の許容値は他のCISPR規格を適用
すること等の合意が得られ、今後はこれらの合意事項に基づきモバイル機器用WPT規格の改訂を行うこと
となった。

→ EV用及び白物家電用WPTそれぞれについて、2018年頃に規格が策定される見込み

（ⅰ）ワイヤレス給電（WPT）技術（1/2）

① 各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進



実施結果②

ITU-R SG１における活動

（１） ITU-R SG１WP１A会合（2015年６月３日～６月12日、スイス）

 我が国を含めた各国提案を受けて、 WPTの基本周波数を特定する勧告案の審議を開始

 審議の結果、WPTの使用に望ましい周波数帯としてISMバンドである6.78 MHz帯のみを定めた勧告草案を
作成し、各国に意見照会することとなった。

→2017年ITU-R SG1会合までに勧告が策定される見込み。並行して、同勧告に日本国内でEV用WPTの基本周
波数として検討済みである85 kHz帯を追加するための取組を実施

→当該会合でのWPTに関する議論の発展を受け、第５回APT WRC-15準備会合(APG15-5）（2015年7月27日～
8月1日、韓国）において、我が国から、WPTに関する基本周波数の検討について、WRC-19議題候補とするこ
とを提案し、審議の結果、APT共同提案としてWRC-15に提出することに決定

WRC-19議題に向けた活動

（１）WRC-15（2015年11月14日～11月23日、スイス）

 APT共同提案をベースに審議を実施した結果、対象を特に電力の大きいEV用WPTに限定することとし、 EV
用のWPTを、WRC-19に向けた準備のためにITU-Rで緊急の対処を要する研究（urgent studies）と位置づけ、
WRC-19会期に研究を実施し、結果をWRC-19への無線通信局長レポートに盛り込むことで合意

→当該研究は、WRC-15に続いて開催された第1回WRC-19準備会合（CPM19-1）（2015年11月30日～12月1日、
スイス）にて、 Issue 9.1.6 とされ、CPMレポート作成に向けたSGにおける責任グループ（WP1A)及び関連グ
ループ（WP5B及びWP６A)が決定

（ⅰ）ワイヤレス給電（WPT）技術（2/2）

① 各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進



実施結果③

（１）ITU-R SG５ 第13回WP５B会合（2014年５月19日～５月30日、スイス）

 海洋レーダーの周波数有効利用のため、我が国の運用方法及び変調方式など技術的特性等に関する提案
を実施。当該提案を反映させるために事前に各国と調整を行い、検討のための体制を構築

（２）ITU-R SG5 第14回WP５B会合（2014年10月27日～11月７日、スイス）

 フランス、ドイツとの連携及び米国との調整を実施し、我が国の提案を新報告草案に反映

（３）ITU-R SG５会合（2014年11月10日～11日、スイス）

 ITU-R報告M.2321（3-50 MHz帯における海洋レーダーのスペクトラム使用のためのガイドライン）として承認
された。

（ⅱ）海洋レーダー技術

（１）APT ワイヤレスグループ（AWG） 第17回会合（2014年９月23日～９月26日、中国）

 各国の動向調査を実施した。また、我が国におけるVHF帯公共ブロードバンドシステムの事例を紹介する寄
与文書を提出し、AWGの新レポート案へ掲載された。

→当該新レポート案は、AWG 第18回会2015年３月９日～３月13日、日本）及びAWG 第19回会合（2016年２月
２日～２月５日、タイ）において継続的に審議され、AWG第20回会合（2016年9月）にて完成される見込み

→AWGでの議論を踏まえ、APG15-5（2015年7月27日～8月1日、韓国）にて我が国の事例を反映したAPT共
同提案が作成された。その後開催されたWRC-15（2015年11月14日～11月23日、スイス）においては、我
が国におけるVHF帯公共ブロードバンドシステムの使用する周波数がWRC-15決議646（公共保安・災害救
援)に反映された。

（ⅲ）公共保安・災害救援技術

① 各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進



実施結果④

→AWG-17会合（2014年９月23日～26日、中国）において、AWG-18会合の日本招致活動を実施し、
AWG-18会合の日本開催が決定

（１） AWG-18会合（2015年３月９日～13日、日本）

→AWG第18回会合での議論を受け、APG15-5（2015年７月27日～８月1日、韓国）においては、5Gの
周波数に関する検討を含め、将来のWRC議題として４議題案（５G、WPT、ITS、テラヘルツ
（275GHz以上の周波数）の周波数に関する検討）を我が国から提案し、そのすべてがAPT共同提
案としてWRC-15に入力されることが決定。

→WRC-15（2015年11月）においては、 APT共同提案をはじめ各地域の共同提案をベースに審議が行わ

れ、、審議の結果を反映した上で、我が国が提案した４議題案のすべてがWRC-19議題又はWRC-19
に向けて緊急の研究を要する事項とすることが決定された。

② APT国際標準化会合の日本招致による連携強化、議論の推進

 国内から多くの専門家が会合に参加し、我が国の無線技術の国際標準化
を推進すると共に、各国から我が国の提案への支持が得られるよう仲間作
りの場として活用

 APT加盟国代表団、ランシーITU無線通信部門局長及び主要な会合関係者
との関係構築・強化

 第５世代移動通信システム（５G）ワークショップを開催し、標準化活動に取
り組む主要国からのプレゼンターを招き、５G導入に向けたアジア・太平洋
域内の共通理解の醸成を図った。

 我が国の無線通信技術に関する展示を実施し、アジア・太平洋域内におけ
る我が国のプレゼンスの向上を図った。



（１）モバイル機器用WPT
ITU-Rに対して、国内の検討（情報通信審議会 答申）を基に、6.78 MHz帯を基本周波数として特定するこ

とを提案。審議の結果、日本提案が反映され、6.78 MHz帯のみを基本周波数として定めた勧告草案を作成

→2017年ITU-R SG1会合にて勧告が策定される見込み

（２）EV用WPT
ITU-R及びCISPRに対して、国内の検討（情報通信審議会 答申）を基に、85 kHz帯を基本周波数として特

定すること、85 kHz帯に対応する妨害波の許容値を策定することを提案。審議が進展するに伴い、85 kHz帯
を基本周波数とすることについて、欧米や中国からも理解が進んでいる状況

WRCにおいて、APT共同提案を基に審議した結果、対象を特に電力の大きいEV用WPTに限定して、
WRC-19に向けた準備のためにITU-Rで緊急の対処を要する研究（urgent studies）と位置付け、WRC-19会
期に研究を実施し、結果をWRC-19への無線通信局長レポートに盛り込むことで合意

CISPRにおいては、我が国の専門家が規格検討のためのTFのリーダーに就任。また、日本国内の検討を
基として妨害波の許容値案や実測データ等を提出し、規格草案の作成に貢献

→平成28年度以降も、85 kHz帯を基本周波数として特定するための活動を継続

→85 kHz帯が基本周波数として特定される前提で、既存の無線システムとの周波数共用が可能な妨害波
の許容値を策定するための活動を継続

① 各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進

目標の達成状況

海洋レーダーの周波数有効利用のため、我が国の運用方法及び変調方式など技術的特性等の記載に
関する提案を行い、新報告草案に反映し、ITU-R報告M.2321（3-50 MHz帯における海洋レーダーのスペク
トラム使用のためのガイドライン）として承認された。

（ⅰ）ワイヤレス給電技術の技術基準（ITU-R SG1 WP1A、ITU-R、CISPR）

（ⅱ）海洋レーダーの技術基準（ITU-R SG-５ WP５B）



AWG-18会合（2015年３月９日～13日）を我が国において開催

 国内から多くの専門家が会合に参加し、我が国の無線技術の国際標準化を推進すると共に、各国
から我が国の提案への支持が得られるよう仲間作りの場として活用

 ５Gワークショップを開催し、５G導入に向けたアジア・太平洋域内の共通理解を醸成

→その後、APG15-5においては、我が国が将来のWRC議題として提案した４議題案（５G、WPT、ITS、テ
ラヘルツ（275GHz以上の周波数）の周波数に関する検討）のすべてがAPT共同提案としてWRC-15に
入力されることが決定した。

→WRC-15においては、審議の結果を反映した上で、我が国が提案した４議題案のすべてがWRC-19議
題又はWRC-19に向けて緊急の研究を要する事項とすることが決定された。

② APT国際標準化会合の日本招致による連携強化、議論の推進

目標の達成状況

我が国におけるVHF帯公共ブロードバンドシステムの事例をAWGに入力し、議論を牽引。アジア・太平洋地
域における新レポート案（PPDRモバイルブロードバンド機能の実装）に反映。

→AWG第20回会合（2016年9月）にて新レポートが策定される見込み

→AWGでの議論を踏まえ、APG15-5にて我が国の事例を反映したAPT共同提案が作成された。

→WRC-15においては、我が国におけるVHF帯公共ブロードバンドシステムの使用する周波数がWRC-15
決議646 （公共保安・災害救援）に反映された。

（ⅲ）公共保安・災害救援技術の技術基準（APT AWG）

① 各種標準化会合への積極参加、国際標準化活動の枠組み形成、議論の推進
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