
次世代ＧＭＤＳＳ（全世界的な海上遭難・安全システム）
の要素技術の国際標準化

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28年度終了案件 終了評価資料

平成29年6月19日
基幹・衛星移動通信課

実施期間：平成24年度～平成28年度



１．次世代GMDSSの検討の背景 1

現行のGMDSS（全世界的な海上遭難・安全システム）は、1972年よりIMO（国際海事機関）で検討が始められ、1992年から
導入が開始、1999年に完全実施された。しかし、現行GMDSSの技術ベースは25年以上も前のものであり、1980年代の技
術が中心となっている。そのため、近年の高度な技術と比較すると、必ずしも効率的・効果的なシステムとなっていない。

→ GMDSSの近代化を図るため、必要な検討が国際機関において進められている。

背景

※現在のGMDSSでも使用

種類 GMDSS導入当時の技術 2017年現在の標準的な技術

航法装置 ロラン・オメガ・デッカ GPS（GNSS）

長距離無線電
話

MF/HF ※ 衛星電話

非衛星系データ
通信

NBDP（直接印刷電信）
※

電子メール

衛星系データ通
信

インマルサットA
（アナログ方式、通信速度
4.8kbps）

インマルサットBGAN
（デジタル方式、通信速度
432kbps）

船位通報 無線電話、NBDP等で手
動により通報 ※

AIS、LRIT等で自動により通
報

GMDSS導入当時と現在の技術ベースの差の一例



次世代GMDSSの要素技術となる可能性の高い無線通信技術（次世代AIS（船舶自動識別装置）
やVHF帯データ通信（VDES）等）について、周波数有効利用効率の高い無線通信技術を提案し、
ITUにおける国際標準化を目指し、周波数の有効利用を図る。

２．次世代GMDSSの要素技術の国際標準化の概要

 IMO（国際海事機関）では、2018年（平成30年）までを目標として、全世界的な海上遭難・安全システム（GMDSS）の見直し範囲やシステム仕様等を
検討しているが、GMDSSはSOLAS条約（海上における人命の安全のための国際条約）に規定される無線通信のための設備であり、次世代
GMDSSを導入するために、SOLAS条約の改正の検討を行っている。

 GMDSSの見直しに向け、ITU（国際電気通信連合）の無線通信部門（ITU-R）では、次世代GMDSSに求められる無線通信技術の要件を満たす無線
通信方式の検討が行われている。

 APT（アジア・太平洋電気通信共同体）では、アジア・太平洋地域で協調しITUへの寄与を行うための検討が進められている。

 また、実務的な技術的検討は、IMOやITUの検討の技術面を支援している国際航路標識協会（IALA）で行われる。

 そのため、次世代GMDSSの最終決定まで、ITU、 IMO 、APT、IALAが互いに連携し、検討を進めることが必要である。

 ITUにおける次世代GMDSSの要素技術の規格・仕様の提案及び周波数の検討に寄与する
こと。

 APTにおいて、アジア・太平洋地域の連携強化を図ること。

 IMOにおける次世代GMDSSのシステム像や規格・仕様の検討に寄与すること。

 IALAにおいて、次世代GMDSSの要素技術の規格・仕様に係る議論や検討に寄与すること。

実施概要

次世代GMDSSの要素技術を対象として、我が国から最新の技術動向を踏まえたVDES等の周
波数利用効率の高い無線通信技術の規格／仕様（通信方式、性能要件等）をITU（国際電気通
信連合）に提案し、標準化するとともに、IMOにおけるGMDSS近代化計画に我が国の技術が採

用されることを目指す。

成果目標

提案概要

実施期間 平成24年度～平成28年度（5か年計画）

AIS：船舶の「名称」「種類」「位置」「速度」等の情報を定期的に船舶局間や船舶局・海岸局間で交換する装置。

各国際会合の関係と役割

船舶に関する運
用関連規則を
制定 技術者集団として、ITU

及びIMOへの技術関連
事項の提案とサポート

無線通信の技術基準や
保護基準等に係る勧告
や報告の策定

リエゾン

技術支援

ITU-R

APT
共同提案

APT
（アジア・太平洋
電気通信共同体）
※地域標準化
機関
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背景



（参考）想定される次世代GMDSSの概要イメージ

海岸
地球局

AIS
海岸局

データ
センター

NAVTEX
（気象情報等の海上

安全情報の受信）

通信所

航行船舶 航行船舶

巡視船

遭難船舶

航行船舶

航空機

救命筏

衛星
EPIRB

（救助信号
の送信）

航行船舶

インマルサット衛星
：遭難通信

：海上安全情報通信

コスパス衛星
サーサット衛星

遭難信号
地上受信局

海上捜索機関

SART

現行のGMDSSの概要

海岸
地球局

AIS
海岸局

データ
センター

NAVTEX
（気象情報等の海上

安全情報の受信）

通信所

航行船舶 航行船舶

遭難船舶

航行船舶

航空機

救命筏

衛星
EPIRB

（救助信号
の送信）

航行船舶

インマルサット衛星：次世代GMDSS

：遭難通信

：海上安全情報通信

コスパス衛星
サーサット衛星

遭難信号
地上受信局

海上捜索機関

SART

想定される次世代GMDSS

AIS SAT

次世代
AIS

次世代
AIS

 AIS（船舶自動識別装置） ：船舶の「名称」「種類」「位置」「速度」等の情報を定期的に船舶局間や船舶局・海岸局間で交換する装置。
 次世代AIS ：現行のGMDSS要素ではないAISを高度化し、遭難警報、データ通信、海上安全情報の放送等を可能とするもの。
 VHF帯データ通信 ：VHF帯において、TDMA（時分割多元接続）により、一周波数で複数同時にデータ通信を行い、周波数の有効利用を図るシステム。
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巡視船

衛星

http://computers.yahoo.co.jp/download/jcnland/clip/automotive/ship/3004020209.html
http://computers.yahoo.co.jp/download/jcnland/clip/automotive/ship/3004020209.html


 WRC-15議題1.16の下で国際VHF帯の高度利用が検討され、 ASM, VDESチャネルについて、我が国の周波数事情と調和がとれるよう
チャネルプランの提案・調整を行った。その結果、 ASMについて、専用周波数が特定されるとともに、衛星での利用のためのMMSSの周波
数分配が行われた。さらに、我が国が支持していたVDE地上通信での周波数利用方法が定められるとともに、我が国の周波数使用状況を
考慮し、我が国の既存のアナログ通信がVDEと共存して利用できることをRRに記載する提案を行い、をRRに反映させた。

 IALA会合を通じて提案したVDESの技術特性を定めたITU-R勧告（M.2092）について、IALAに参加していない、特にアジアの国々に対して
我が国から、新勧告案の背景や技術的妥当性などについて説明を行い、合意を得た。本新勧告案はRA-15（無線通信総会）で承認を経て
ITU-R勧告M.2092「VHF海上移動帯におけるVHFデータ通信システムの技術特性」として発行された。

 WRC-15で合意されなかった衛星VDEのためのMMSSの分配（WRC-19議題1.9.2）について、我が国が支持する国際VHF帯内での分配
と国際VHF外の帯域の2帯域が候補となっている。我が国が支持する帯域について合意が得られるよう調整活動を行った。

３．実施結果

 IALAはVDESの技術特性を定めたITU-R勧告策定の中心的役割を担っており、我が国から本勧告案についてVDESの変調方式、通信プロ
トコル、地上系通信と衛星通信の共用方式などを提案し反映させた。同勧告案はIALAからITUへ入力され、ITUにおいてITU-R勧告M.2092
として発行された。

 VDESの周波数の有効利用を考慮したチャネルプランを提案し、その結果、我が国の提案はIALAからITUに寄与文書として入力され、
WRC-15に向けて作成する文書（CPMテキスト案）に反映された。

● ITU会合（次世代GMDSSの要素技術の規格・仕様の提案及び周波数の検討に寄与）
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● IALA会合（次世代GMDSSの要素技術の規格・仕様に係る議論や検討に寄与）

 GMDSS総論検討（High-level review）、GMDSS各論検討（Detailed review）、GMDSS近代化計画（Modernization Plan）について。我が
国が支持するVDES技術が反映されるよう対処を行い、2016年3月のNCSR 3会合で近代化計画が最終化された。

 WRC-15各議題についてIMOの公式見解となるIMO positionの作成に継続的に参加し、我が国の提案を反映させた。本IMO positionは
WRC-15へ入力され、WRCにおける我が国の提案反映に役立てた。

● IMO会合（次世代GMDSSのシステム像や規格・仕様の検討に寄与）

 WRC-15に向けたAPG会合（合計5回開催）に参加し、我が国が主張しているVDEのチャネル配置、ASMチャネル特定などをAPT共同提案
とする提案を寄与文書として入力し、我が国の提案を反映した。

 WRC-19に向けたAPG19-1会合においては、WRC-19議題1.9.2（衛星VDEのMMSS分配）について、我が国が求める国際VHF帯域内で
の周波数分配が達成できるようDG（ドラフティンググループ）議長職を我が国が確保し、議論を主導する体勢を整えた

● APT会合（アジア・太平洋地域の連携強化を図る）



４. 目標の達成状況 5

次世代GMDSSの要素技術を対象として、我が国から最新の技術動向を踏まえたVDES等の
周波数利用効率の高い無線通信技術の規格／仕様（通信方式、性能要件等）をITU（国際
電気通信連合）に提案し、標準化するとともに、IMOにおけるGMDSS近代化計画に我が国
の技術が採用されることを目指す。

成果目標

 VDESの技術特性を定めたITU-R勧告M.2092「VHF海上移動帯におけるVHFデータ通信シ
ステムの技術特性」について我が国の提案を反映させた。

 WRC-15議題1.16 における地上系VDEのチャネル策定において、我が国の周波数事情と
調和のとれたチャネル（CH80-86, CH21-24）が合意され、RRに反映された。また、ASMに
ついても我が国が提案していたチャネル（CH 2027及び2028）がASMチャネルとして特定
され、MMSSに分配された

 IMOにおけるGMDSS近代化計画（Modernization Plan）について。我が国が支持する
VDES技術が反映されるよう対処を行い、2016年3月のNCSR3会合で近代化計画が最終
化された。

達成状況

※本施策（H24-H28年度）では主にVDES技術を対象とし、勧告M.2092の策定、WRC-15議題の対処、IMOにおけるGDMSS近代化計画策定を目標とした。
H29-H33年度に行なう「海上通信の高度化に関する国際機関等との連絡調整事務」ではWRC-19議題の対処及びIMOにおける性能基準策定への反映を目標と
している。また、 VDESのみならず、MF/HF帯の高度化についても我が国の技術が反映されること目指す。



屋内環境における電波雑音特性等の
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28年度終了案件 終了評価資料

平成29年６月19日
総合通信基盤局電波環境課

実施期間：平成25年度～平成28年度



成果目標並びに必要性及び背景

 我が国の屋内環境の電波雑音特性や測定法等をITU-R勧告等に反映
 諸外国と周波数有効利用を促進し、電波の有効利用に貢献

成果目標

必要性及び背景

屋内環境での
電波雑音に関する

調査検討

 屋内環境の電
波雑音特性の
測定法

 各種環境の電
波雑音特性の
取得と分析

我が国の電波環境に適した
今後の無線システムの導入・開発と電波の有効利用を促進

 諸外国の電波雑音調査の動向把握
 ITU-R電波雑音データバンクへの入力
 我が国の電波雑音特性や測定法等を

ITU-R勧告やレポート等に反映

 電波雑音特性をSG3所掌の勧告
P.372へ反映させるためには、継続的
なSG3電波雑音データバンクへの実
測データ入力が必須

 実測データの測定法はSG1所掌の勧
告SM.1753に従うため、我が国の屋内
電波雑音測定法の勧告等への反映が
必要

国際標準化連絡調整事務
（本案件）

技術試験事務
（H24～H27）
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（３） 本施策の目標
我が国の屋内電波雑音特性及びその測定法をITU-R勧
告及びレポート等に反映

（１） 屋内電波雑音特性の必要性

 ワイヤレスブロードバンドによる社会基盤実現のためには、無線システムが利用される各種環境での電
波雑音特性の把握が必要

 現在の我が国の屋内環境での無線システムの設置及び運用に係る技術基準は、ITU-R勧告の電波雑
音特性に基づいている

（２） ITU-R勧告の電波雑音特性の問題点
 欧州での測定結果が僅かに示されているのみ

 測定法は、屋外環境を主眼としたものであり、屋内
環境の電波雑音特性を的確に把握できない可能
性がある

我が国の電波の有効利用に適した状況となっていない

我が国の電波環境に適した今後の無線システムの
導入・開発と電波の有効利用を促進



実施概要

我が国において検討した、屋内環境特有の状況を考慮した電波雑音の測定法及び当該測定法により取得した
各種屋内環境のVHF（超短波）帯/UHF（極超短波）帯の多数の電波雑音データをもとに、以下を実施

① 屋内環境における電波雑音の国際標準化動向調査
② ITU-R電波雑音データバンクへの我が国の屋内電波雑音データの入力
③ 屋内の電波環境測定法に係るITU-R新勧告案の提出と勧告化に向けた審議対応
④ CISPR/Hにおける標準化動向調査

実施概要

屋内環境における電波雑
音の国際標準化動向調査
と国内での電波雑音実施
者への情報提供と調査検
討への反映

国際標準化に向けたITU-
Rへの寄与方針の検討と
我が国での検討状況の情
報寄与

将来の関連勧告改訂に向
けた調査検討

屋内環境における電波雑
音の国際標準化動向調査
と国内での電波雑音調査
実施者への情報提供と調
査検討への反映

ITU-R勧告及び電波雑音
データバンク書式改定に
向けた寄与文書(計5件)
提出と審議対応

CISPR規格改定に向けた
寄与文書(計2件)提出と審
議対応

屋内環境における電波雑
音の国際標準化動向調
査と国内での電波雑音調
査実施者への情報提供と
調査検討への反映

 ITU-R電波雑音データバ
ンクへのデータ入力

屋内電波雑音測定法に
係るITU-R勧告の改訂提
案のための寄与文書の
提出と審議対応

CISPR標準化動向調査

平成25年度 平成27年度平成26年度

屋内環境における電波雑
音の国際標準化動向調
査

 ITU-R電波雑音データバ
ンクへのデータ入力

屋内の電波環境測定法
に係るITU-R新勧告案の
提出と勧告化に向けた
審議対応

CISPR/Hにおける標準
化動向調査

平成28年度

8



① 屋内環境における電波雑音の国際標準化動向調査

② ITU-R電波雑音データバンクへの我が国の屋内電波雑音データの入力

実施結果及び目標の達成状況①

電波雑音の測定法に関するITU-R勧告SM.1753 “Method for measurement of radio noise”は、主に屋外の電波雑

音測定を主眼としており、 屋内環境の特徴を考慮した具体的な測定法の記載はなく、また、電波雑音特性をとり
まとめたITU-R勧告P.372 “Radio Noise”には欧州での2周波数のデータの記載しかないといった実態や、その後の

審議状況を把握

 WP3L会合及びSG3会合における我が国の活動が多くの国から支持され、我が国が提案したデータ書式及び
実測データの電波雑音データバンクへの追加が合意された

 我が国のWP3L会合に対する継続的な寄与により、勧告改訂等の必要性が多くの国に認識され、勧告P.372
の人工電波雑音特性の改訂や無線システムの利用状況に適した新たな電波雑音に関する勧告・レポート等
の策定に向けて、具体的な議論が開始されることとなった

ITU-Rにおける電波雑音に係る研究課題・勧告・レポートの策定等に関する動向を調査
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1. ①我が国の測定法により得られるデータに適したデータ書式及び②当該書式に合わせた我が国の屋内95
箇所での実測データを、電波雑音データバンクに追加することを提案

2. 我が国の実測による電波雑音強度がITU-R勧告P.372の人工電波雑音強度より明らかに高いことから、勧告
改訂等の必要性を提起

3. 平成26年度より、電波雑音に関するSWG 3L-4会合の議長を我が国が務め、審議を主導



CISPR/H会議における太陽光発電システムや超低電圧設備の配電網等に関する妨害波許容値等の検討が、

将来の電波雑音特性に影響を与える可能性があることを把握するとともに、近距離無線通信の利用拡大に伴
い、屋内でのEMC問題への対処に向けた検討が開始されつつあり、ITU-Rにおける屋内電波雑音特性に関する
データバンク等の拡充が期待されている状況を確認

③ 屋内の電波環境測定法に係るITU-R新勧告案の提出と勧告化に向けた審議対応
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④ CISPR/Hにおける標準化動向調査

実施結果及び目標の達成状況②

 平成27年度のSG1 WP1C会合において、勧告SM.1753-2の主要提案国であるドイツの支持を得るとともに、
電波雑音特性に関する勧告P.372との整合を図るため、新勧告「屋内電波環境の測定法」として成立を目指
すことについて、多くの国の支持を得て、合意することができた

 平成28年度のSG1 WP1C会合において、ドイツと連携して新勧告草案を提出し、勧告案に我が国の主張を
全て反映することが合意された

 平成28年9月、PSAA（同時採択承認手続）を経て、新勧告SM.2093“Methods for measurements of indoor 
radio environment”が発行された

1. 屋内環境の電波雑音の特徴を踏まえた我が国の測定法を、勧告SM.1753 “Method for measurement of 
radio noise”に反映させることを目指し、勧告改訂案の提案を実施

2. ITU--R SG1 WP1C会合に参加して勧告改訂等に向けた審議対応を実施

CISPR/H会議に参加し、将来の屋内環境の電波雑音特性に影響をもたらす可能性のある放射妨害波許容値等
の標準化動向に関する情報の収集を実施
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