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「周波数再編アクションプラン」の進捗状況について 

平成 19 年 6 月 19 日 

 

 

「周波数再編アクションプラン」（平成 16 年 8 月 31 日策定、平成 17 年 10 月 31 日

改定、平成 18 年 10 月 31 日改定）について、平成 19 年 5 月末時点における各取組の

進捗状況を別紙のとおり取りまとめたので公表する。 

 

 

１ 周波数再編に向けた取組の進捗状況  

各周波数区分とも、周波数の再編に向けた取組はおおむね着実に実行されている

といえる。以下、主な取組の進捗状況の概要を示す。 

Ｉ 26.175MHz以下 

・アマチュア無線：使用周波数帯について拡大することとし、今年度中に制度整備

を実施予定。 

Ⅱ 50～222MHz 

・防災無線、市町村防災用無線、消防用無線：地方自治体の財政状況等をかんがみ、

引き続き調整を図りつつ早期の移行を進める。 

・地上テレビジョン放送のデジタル化に伴う空き周波数の有効利用：情報通信審議

会から平成 19 年 6 月に VHF/UHF 帯における電波の有効利用に関する技術的条件

を一部答申予定。 

Ⅲ 222～335.4MHz 

・電気通信業務用ページャー：一部事業者は当該事業から平成 19 年 3 月末に撤退。

その他の事業者についても、280MHz 帯での集約を実施中。 

Ⅳ 335.4～770MHz 

・防災無線、県防災端末系無線、市町村防災用無線：地方自治体の財政状況等をか

んがみ、引き続き調整を図りつつ早期の移行を進める。 

・地上テレビジョン放送のデジタル化に伴う空き周波数の有効利用：情報通信審議

会から平成 19 年 6 月に VHF/UHF 帯における電波の有効利用に関する技術的条件

を一部答申予定。 

Ⅴ 770～960MHz 

・800MHz 帯映像 FPU：狭帯域化等の高度化技術について、平成 18～21 年度の計画

で研究開発を実施中。 

・空港無線電話通信：免許人へのヒアリングの結果、使用期限までに使用を終了す

る計画である旨を確認済。 
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・800MHz 帯 MCA 陸上移動通信：デジタル化の状況を踏まえ、周波数の有効利用に

ついて引き続き検討。 

・パーソナル無線：無線機器の製造中止及び無線局数の大幅な減少等を勘案し、廃

止の方向で検討し、廃止時期等について引き続き検討。 

・950MHz 帯音声 STL/TTL：2GHz 帯又は 60MHz/160MHz 帯等へ移行を行う。移行期限

や具体的な移行方策については、平成 19 年度中に結論を出す。 

Ⅵ 1.4～1.71GHz 

・1.5GHz 帯 MCA 陸上移動通信及び 1.5GHz 帯携帯無線通信：第３世代携帯電話用周

波数を新たに確保するため、情報通信審議会の審議結果（平成 18 年 12 月答申）

等を踏まえ、1.5GHz 帯 MCA 陸上移動通信の周波数有効利用方策について引き続き

検討。1.5GHz 帯第３世代携帯電話及び第３世代携帯電話用エントランス回線につ

いては、当該審議結果を受けて、平成 19 年５月に関係規定を整備済み。 

Ⅶ 3.4～3.6GHz 

・映像 STL/TTL/TSL：映像 TSL の移行用周波数帯としての Mバンド及び Nバンドの

追加について平成 19 年度中に制度整備予定。また、映像 TSL については、基本

的に平成 24 年 11 月末までに他の放送事業用マイクロ波帯へ移行。 

・音声 STL/TTL/TSL 及び監視・制御回線：放送事業用に割り当てられた他のマイク

ロ波帯を第一候補として移行することを前提とし、移行用周波数帯としての Mバ

ンド及び Nバンドの追加について平成 19 年度中に制度整備予定。 

・音声 FPU: 放送事業用に割り当てられた他の周波数帯を第一候補として、他の周

波数帯へ移行することを前提に移行方策等について検討を行い、平成 19 年度末

を目途に一定の方向性を打ち出す。 

Ⅷ 3.6～4.2GHz及び 4.4～5.0GHz 

・電気通信業務用固定無線システム：関東、東海及び近畿の各管内においては平成

17 年 12 月より 5GHz 帯無線アクセスシステム（高出力無線 LAN）の登録制による

早期導入を実現。関東、東海及び近畿以外の各管内においても平成 19 年 11 月 30

日までに確実に使用が終了するよう、無線局数を確認（平成 19 年 4 月時点：18

局（昨年 10 月比：-24 局））。 

・次世代情報家電：「ワイヤレスブロードバンド推進研究会」の最終報告（平成 17

年 12 月）を踏まえた 5GHz 帯高速無線 LAN の導入について、平成 19 年 6 月中に

関係規定を整備予定。 

Ⅸ 5.25～5.85GHz 

・5GHz 帯無線アクセスシステム：5.47～5.725GHz 帯を使用する無線 LAN の導入の

ため、平成 19 年 1 月に関係規定を整備済。 

・5GHz 帯気象レーダー：平成 16 年度に終了した技術試験事務において、5.25-5.35 

GHz 帯の 100MHz 幅から 5.33-5.37GHz 帯の 40MHz 幅への周波数移行が適当との結

果を得た。この結果及びレーダーの狭帯域化技術に関する研究開発の結果を踏ま
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え、5GHz 帯無線アクセスシステムの需要を勘案しつつ、関係規定の整備を検討。 

Ⅹ 13.25～15.4GHz 

・15GHz 帯ヘリテレ画像伝送システム：デジタル方式を平成 20 年度までに導入す

るための技術基準等の必要な規定の整備を実施中。なお、アナログ方式の撤廃時

期については引き続き検討。 

ⅩⅠ 15.4～21.2GHz 

・19GHz 帯構内無線システム：平成 19 年 4 月時点で無線局数が 0 となったことか

ら、システムの廃止に向けた関係規定の整備を実施予定。 

ⅩⅡ 30GHz以上 

・未利用周波数帯の利用を可能とする基盤技術、ミリ波帯を利用したギガビット級

の超高速無線 LAN、60GHz 帯素材伝送装置（ワイヤレスカメラ等）及び高分解能

ミリ波帯車載レーダーシステムについて、研究開発、技術試験事務及び必要な制

度整備を実施中。 

 

 

２ 今後の取組  

・周波数の再編に向けた各取組はおおむね着実に実行されているが、平成 19 年度

中に周波数移行や廃止等について結論を出すこととされている取組、及び平成 18

年度までに結論が得られ、周波数移行等を進めていくことが必要とされた取組に

ついては、引き続き着実に取り組むことが必要である。また、周波数再編が順調

に進んでいる取組については、時期の前倒しの可否について検討を行う等により、

一層取組を推進する。 

・今回のフォローアップ結果は、平成 18 年度の電波の利用状況調査（対象周波数：

3.4GHz 超）の評価結果等を踏まえて行う「周波数再編アクションプラン」の次回

改定に反映する。 



「周波数再編アクションプラン」に定められた各取組の進捗状況（平成 19 年５月末日現在） 
 

Ⅰ 26.175MHz 以下 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

アマチュア無線 3.8MHz 帯における既存システムの周波数使用状況等を

勘案しつつ、アマチュア無線が使用できる周波数帯の

拡大について検討を行い、今年度中に結論を出す。 

使用周波数帯について拡大することとし、今年度中に制度整備を実施

予定。 

 

Ⅱ 50～222MHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

防災無線（60MHz帯）※1、

県 防 災 端 末 系 無 線

（60MHz帯） 

防災行政無線については、平成 19 年 11 月 30 日まで

に周波数の移行等が円滑に行えるよう、半年に一度

（毎年 4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記

録されている情報を用いて無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載する。 

（下線部を追記） 

平成 18 年 11 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載した。 

・防災無線（60MHz帯）※1

124 局※2[昨年 12 月比:+9 局(約 7.8%増)] 

・県防災端末系無線（60MHz 帯） 

4924 局※2[昨年 11 月比:-248 局(約 4.7%減)] 

※1 防災行政用及び水防用の合計。ただし、県防災端末系無線（60MHz

帯）を除く。 

※2 基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局及び固定局の合計

局数 

気象用無線（60MHz 帯）、

電気通信業務用無線

（60MHz 帯） 

①無線局数の推移を把握するため、半年に一度（毎年

4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記録さ

れている情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホ

ームページに掲載する。 

②このシステムを廃止した場合の影響及び他の電気

通信システム等代替手段の必要性について、今年度

中に調査を行う。 

③上記①及び②の結果等を踏まえ、当該システムの廃

①平成 18 年 11 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

・気象用無線システム（150MHz 帯） 

261 局※1[昨年 11 月比:-3 局(約 1.1%減)] 

・電気通信業務用無線（60MHz 帯） 

555 局※2[昨年 11 月比:-4 局(約 1%減)] 

※1 基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局の合計局数 

別 紙 
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止又は汎用的なシステムへの移行の可否について

検討を行い、平成 19 年度までに一定の方向性を打

ち出す。 

※2 陸上移動局、携帯局及び固定局の合計局数 

②③平成 18 年度に実施した「廃止した場合の影響及び他の電気通信

システム等代替手段の必要性」等の調査を踏まえて、平成 19 年度

中に一定の方向性を打ち出すため、引き続き検討を行う。 

防災無線（150MHz帯）※

1、市町村防災用無線

（150MHz帯）、消防用無

線（150MHz帯） 

①無線局数の推移を把握するため、半年に一度（毎年

4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記録さ

れている情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホ

ームページに掲載する。 

②防災無線(150MHz 帯)及び市町村防災用無線

(150MHz 帯)については、その周波数の使用期限に

ついて検討を行い、今年度中に一定の方向性を打ち

出す。 

③消防用無線(150MHz 帯)については、電波法関係審

査基準（平成 13 年 1月 6日総務省訓令第 67 号）に

おいて、その周波数の使用期限が平成 28 年 5月 31

日までと定められており、今年度中に周波数割当計

画への反映を行う。 

①平成 18 年 11 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

・防災無線（150MHz帯）※1

9421 局※2 [昨年 12 月比:+106 局(約 1.1%増)] 

・市町村防災用無線（150MHz 帯） 

17910 局※2[昨年 11 月比:+31 局(約 0.2%増)]  

・消防用無線（150MHz 帯） 

92119 局※2[昨年 10 月比:1450 局(約 1.6%増)] 

※1 防災用、防災行政用、防災対策用及び水防用の合計。ただし、市

町村防災用無線（150MHz 帯）を除く。 

※2 基地局、携帯基地局、陸上移動局、携帯局及び固定局の合計局数 

②周波数の使用期限については、平成 17 年度に実施した電波利用状

況調査の結果等を踏まえて、地方自治体の財政状況等をかんがみ、

引き続き調整を図りつつ早期の移行を進めることとした。 

③消防用無線(150MHz 帯)については、周波数割当計画への早期反映を

行うべく調整中。 

地上テレビジョン放送

のデジタル化に伴う空

き周波数の有効利用

(90～108MHz及び 170～

222MHz) 

①情報通信審議会における VHF/UHF 帯の電波の有効

利用についての審議状況（平成 18 年 3 月諮問、平

成 19 年 6 月頃答申予定）を注視する。 

②上記①を踏まえ、平成 20 年度利用状況調査におい

て、この周波数帯の有効利用について詳細な評価を

実施する。 

①情報通信審議会情報通信技術分科会電波有効利用方策委員会にお

いて審議が行われており、平成 19 年６月頃に一部答申が予定されて

いる。 

②- 
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Ⅲ 222～335.4MHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

電気通信業務用ページ

ャー(280MHz 帯) 

①電気通信業務用ページャー(280MHz 帯)について、

無線局数及び無線呼出サービスの加入契約者数の

推移を把握するため、半年に一度（毎年 4 月及び

10 月）、総合無線局管理ファイルに記録されている

無線局数及び電気通信事業者からの報告に基づき

取りまとめた契約数を確認し、総務省ホームページ

に掲載する。 

②上記①を踏まえ、周波数帯域幅の削減について検討

を行い、平成 19 年度までに一定の方向性を打ち出

す。 

①平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数及び加入者数を

確認し、総務省ホームページに掲載した。 

・無線局数 

805 局[昨年 10 月比:-343 局(約 30%減)] 

・加入者数 

163227[昨年 9月比:-298627(約 64%減)] 

 

②一部事業者は当該事業から平成 19 年 3 月末に撤退。その他の事業

者についても、280MHz 帯の整理に向け、現在周波数移行を実施中。 

 

Ⅳ 335.4～770MHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

防災無線(400MHz帯) ※

1、県防災端末系無線

(400MHz帯)、市町村防

災用無線(400MHz帯) 

①無線局数の推移を把握するため、半年に一度（毎年

4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記録さ

れている情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホ

ームページに掲載する。 

②このシステムの周波数の使用期限について検討を

行い、今年度中に一定の方向性を打ち出す。 

①平成 18 年 11 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

・防災無線（400MHz帯）※1

656 局※2[昨年 12 月比:-279 局(約 30%減)] 

・県防災端末系無線（400MHz 帯） 

1527 局※2[昨年 11 月比:+1 局(約 0.1%増)] 

・市町村防災用無線（400MHz 帯） 

68263 局※2[昨年 11 月比:-378 局(約 0.6%減)]  

※1 防災用、防災行政用、防災対策用及び水防用の合計。ただし、県

防災端末系無線（400MHz 帯）及び市町村防災用無線（400MHz 帯）を

除く。 

※2 基地局、携帯基地局、陸上移動局、携帯局及び固定局の合計局数 
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②周波数の使用期限については、地方自治体の財政状況等をかんが

み、引き続き調整を図りつつ早期の移行を進めることとした。 

簡易無線(350MHz 帯、

400MHz 帯) 

アナログ方式の撤廃とデジタル方式の導入及び狭帯

域化について検討を行い、今年度中に結論を出す。 

平成 19 年 7 月頃を目途に情報通信審議会に対して、必要な技術的条

件に関しての諮問を行う予定。 

地上テレビジョン放送

のデジタル化に伴う空

き周波数の有効利用

(710～770MHz) 

①情報通信審議会における VHF/UHF 帯の電波の有効

利用についての審議状況（平成 18 年 3 月諮問、平

成 19 年 6 月頃答申予定）を注視する。 

②上記①を踏まえ、平成 20 年度利用状況調査におい

て、この周波数帯の有効利用に関する詳細な評価を

実施する。 

①情報通信審議会情報通信技術分科会電波有効利用方策委員会にお

いて審議が行われており、平成 19 年６月頃に一部答申が予定されて

いる。 

②- 

 

Ⅴ 770～960MHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

800MHz 帯映像 FPU 

（770～806MHz） 

①今年度から平成 21 年度までの計画で、周波数の利用

効率を高めるための有効利用技術の研究開発に取り

組む。 

②上記①の進捗状況等を踏まえ、狭帯域化等の更なる

周波数有効利用方策について検討を行い、平成 21 年

度までに一定の方向性を打ち出す。 

電波利用料財源 R&Dとして平成 18年度から 21年度までの計画で着手

済。 

 

空港無線電話通信 

（830～832MHz 及び

885～887MHz） 

831.5～832MHz 及び 886.5～887MHz については平成 19

年 9月 30日までに、830～831.5MHz及び885～886.5MHz

については平成 22 年 5 月 31 日までに周波数の移行等

が円滑に行えるよう、半年に一度（毎年4月及び10月）、

総合無線局管理ファイルに記録されている情報を用い

て無線局数を確認し、総務省ホームページに掲載する。

平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載した。 

3009 局※[昨年 4月比:-894 局(約 23%減)] 

※ 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の合計局数 

また、平成 19 年 1 月に免許人を対象としてヒアリングを実施した結

果、いずれも使用期限までに 800MHz 帯の使用を終了する計画である

旨が確認された。 

地域防災無線通信 

（846～850MHz 及び

901～903MHz） 

平成 23 年 5 月 31 日までに周波数の移行等が円滑に行

えるよう、半年に一度（毎年 4 月及び 10 月）、総合無

線局管理ファイルに記録されている情報を用いて無線

平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載した。 
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局数を確認し、総務省ホームページに掲載する。 31877 局※[昨年 4月比:-245 局(約 0.8%減)] 

※ 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の合計局数 

800MHz 帯 MCA 陸上移

動通信 

（836～838MHz、850～

860MHz、891～893MHz

及び 905～915MHz） 

①836～838MHz 及び 891～893MHz については、平成 19

年 5 月 31 日までに確実に使用が終了するよう、半年

に一度（毎年 4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファ

イルに記録されている情報を用いて無線局数を確認

し、総務省ホームページに掲載する。 

②850～860MHz 及び 905～915MHz については、デジタ

ル化の状況及び情報通信審議会における VHF/UHF 帯

の電波の有効利用についての審議状況（平成 18 年 3

月諮問、平成 19 年 6 月頃答申予定）等を踏まえ、更

なる周波数の有効利用について検討を行い、平成 19

年度までに一定の方向性を打ち出す。 

①平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

51163 局※[昨年 4月比:25594 局(約 100%増)] 

※ 800MHz 帯 MCA 陸上無線通信の基地局、陸上移動中継局及び陸上移

動局の合計局数。なお、836～838MHz 及び 891～893MHz の平成 19 年

5 月末時点の無線局数は 0であることを確認済。 

②デジタル化の状況を踏まえ、周波数の有効利用について引き続き検

討を行うこととする。 

 

パーソナル無線 

（903～905MHz） 

①無線局数の推移を把握するため、半年に一度（毎年

4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記録さ

れている情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホ

ームページに掲載する。 

②周波数有効利用の観点から、無線機器の需要動向を

考慮しつつこのシステムの廃止時期等に関する検討

を進め、平成 19 年度利用状況調査において、当該シ

ステムの周波数有効利用方策に関する詳細な評価を

実施する。 

③上記①及び②を踏まえ、廃止の時期等について検討

を行い、平成 20 年度を目途に結論を出す。 

①平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

27430 局[昨年 4月比:-4803 局(約 15%減)] 

②③無線機器の製造が既に中止されており、無線局数も平成 4 年度の

170 万局をピークとして現在の27430局まで大幅に減少しているこ

とを踏まえつつ、廃止の時期について、引き続き検討を行うことと

している。 

950MHz帯音声STL/TTL

（958～960MHz） 

一部にマイクロ波帯等のより高い周波数帯への周波数

移行及び光ファイバ等への代替が共に困難な回線が存

在する状況を勘案しつつ、光ファイバ等への代替又は

他の周波数帯への移行等について検討を行い、今年度

中に結論を出す。 

2GHz 帯又は 60MHz/160MHz 等へ移行を行う。移行期限や具体的な移行

方策については、平成 19 年度中に結論を出す。 
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Ⅵ 1.4～1.71GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

1.5GHz 帯 MCA 陸上移動通

信 

（1.453～1.465GHz、1.468

～ 1.477GHz 、 1.501 ～

1.513GHz 及 び 1.516 ～

1.525GHz） 

①1.468～1.477GHz 帯及び 1.516～1.525GHz 帯に

ついては、平成 19 年 9 月 30 日までに確実に使

用が終了するよう、半年に一度（毎年 4 月及び

10 月）、総合無線局管理ファイルに記録されて

いる情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホ

ームページに掲載する。 

②創出される空き周波数の有効利用方策につい

て、デジタル化の状況及び情報通信審議会にお

ける 1.5GHz 帯の周波数再編についての審議状

況（平成 18 年 2 月諮問、平成 18 年度内答申予

定）等を踏まえつつ総合的に検討を行い、平成

19 年度中に一定の方向性を打ち出す。 

①平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務

省ホームページに掲載した。 

3702 局※[昨年 4月比:-984 局(約 20%減)] 

※ 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の合計局数 

②創出される空き周波数の有効利用方策について、デジタル化の状況

及び情報通信審議会における 1.5GHz 帯の周波数再編についての審

議結果（平成 18 年 2 月諮問、平成 18 年 12 月答申）等を踏まえつ

つ引き続き検討を行う。 

1.5GHz 帯携帯無線通信 

（1.429～1.453GHz、1.465

～ 1.468GHz 、 1.477 ～

1.501GHz 及 び 1.513 ～

1.516GHz） 

第 2 世代から第 3 世代への高度化並びに都市部及

び市街地以外の地域における空き周波数の有効利

用方策について、情報通信審議会における 1.5GHz

帯の周波数再編についての審議状況（平成 18 年 2

月諮問、平成 18 年内答申予定）等を踏まえつつ総

合的に検討を行い、今年度中に一定の方向性を打

ち出す。 

平成 18 年 2 月より、情報通信審議会において、第 3 世代携帯電話用

周波数を新たに確保することを目的として、1.5GHz 帯の周波数再編に

向けた検討、第 3 世代携帯電話を導入する場合の隣接システムとの共

用条件等、周波数有効利用のための技術的条件について審議を行い、

これらの検討結果を踏まえ、1.5GHz 帯の周波数再編方策、1.5GHz 帯

第 3世代携帯電話及び第 3世代携帯電話用エントランス回線を導入す

るための技術的条件について、平成 18 年 12 月に答申を得たところ。 

本答申を受けて、平成 19 年 5 月に、1.5GHz 帯第 3 世代携帯電話及び

第3世代携帯電話用エントランス回線の技術的条件のための関係規定

の整備を行った。 
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Ⅶ 3.4～3.6GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

映像 STL/TTL/TSL 

（3.456～3.6GHz） 

①映像 TSL に関し、平成 24 年 11 月末を目途に他

の周波数帯へ移行することを前提として、移行

方策及び移行期限の設定方法について検討を行

い、今年度中に結論を出す。 

②①において、移行先周波数は、放送事業用に割

り当てられた他のマイクロ波帯を第一候補とし

て検討するとともに、必要に応じてそれ以外の

候補周波数帯についても検討を行う。 

③平成 17 年度から今年度まで、UHF 帯の放送波を

利用したデジタル映像 STL/TTL の技術基準策定

に向けた技術試験事務を実施し、その結果も踏

まえ、今年度中に一定の方向性を打ち出す。 

①②映像 TSL の移行先周波数帯として、M バンド及び N バンドを追加

することにつき、M バンド及び N バンドにおける技術基準策定に向

けた技術試験事務を平成 18 年度に実施済。これを踏まえて平成 19

年度中に必要な制度整備を行う。また、当該システムは、基本的に

平成２４年１１月末までに他の放送事業用マイクロ波帯へ移行す

るものとする。ただし、一部回線については、個別の事情を勘案し、

平成 22 年度末までに移行方策及び移行期限を見直し、当該期限ま

でに移行の完了が困難な場合は、更に猶予を設けることとし、 終

的には平成２７年度末までにすべての回線の移行を完了する。 

③本周波数帯の映像 STL/TTL について、UHF 帯へ移行するものは存在

しない。なお、UHF 帯の放送波を利用したデジタル映像 STL/TTL の

実用化については、技術試験事務の結果等を踏まえ別途検討する。 

音声 STL/TTL/TSL 等 

（3.4～3.456GHz） 

①音声 STL/TTL/TSL 及び監視・制御回線に関し、

他の周波数帯へ移行することを前提として、今

年度中に移行先周波数における技術基準策定に

向けた技術試験事務を実施し、その結果を踏ま

え、このシステムの移行方策等について検討を

行い、今年度中に一定の方向性を打ち出す。 

②音声 FPU に関し、他の周波数帯へ移行すること

を前提として、移行方策等について検討を行い、

平成 19 年度を目途に一定の方向性を打ち出す。

③①及び②において、移行先周波数は、放送事業

用に割り当てられた他のマイクロ波帯を第一候

補として検討するとともに、必要に応じてそれ

以外の候補周波数帯についても検討を行う。 

①音声 STL/TTL/TSL 及び監視/制御回線に関し、他の周波数帯へ移行

することを前提として、M バンド及び N バンドにおける技術基準策

定に向けた技術試験事務を平成 18 年度に実施済。この結果を踏ま

え、M バンド及び N バンドへ移行が可能となるよう必要な制度整備

を平成 19 年度中に行う。また、FM 放送の演奏所変調方式 STL に対

する取扱いを平成 19 年度に技術試験事務で検討する。また、具体

的な移行方策や移行期限について平成 19 年度末までに検討する。 

②音声 FPU に関し、他の周波数帯へ移行することを前提として移行方

策等について検討を行い、平成 19 年度末を目途に一定の方向性を

打ち出す。 

③①及び②において、移行先周波数は、放送事業用に割り当てられた

他の周波数帯を第 1 候補として検討するとともに、必要に応じてそ

れ以外の候補周波数帯についても検討を行う。 

移動通信システム（4G 等） 

及び衛星通信システム 

①今年度から平成 19 年度までの計画で、衛星通信

と他の通信との周波数共用技術等に関する研究

開発に取り組む。 

②今年度から平成 21 年度までの計画で、第 4世代

①平成 19 年度に行う実環境を用いた実証実験に向けた、試作装置の

製作等を実施。 

②当初計画のとおり進捗しており、引き続き、計画的に技術試験事務

を進めていく予定。 
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移動通信システムと衛星通信システム等との高

度な周波数共用技術に関する技術試験事務を実

施する。 

③上記①～②の結果を踏まえつつ、具体的な共用

方法について検討を行い、平成 21 年度までに結

論を出す。 

③同左 

 

Ⅷ 3.6～4.2GHz 及び 4.4～5.0GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

移動通信システム（4G 等） 

及び衛星通信システム 

①今年度から平成 19 年度までの計画で、衛星通信

と他の通信との周波数共用技術等に関する研究

開発に取り組む。 

②今年度から平成 21 年度までの計画で、第 4世代

移動通信システムと衛星通信システム等との高

度な周波数共用技術に関する技術試験事務を実

施する。 

③上記①～②の結果を踏まえつつ、具体的な共用

方法について検討を行い、平成 21 年度までに結

論を出す。 

①平成 19 年度に行う実環境を用いた実証実験に向けた、試作装置の

製作等を実施。 

②当初計画のとおり進捗しており、引き続き、計画的に技術試験事務

を進めていく予定。 

③同左 

電気通信業務用固定無線 

システム（4.9～5.0GHz） 

関東、東海及び近畿以外の各総合通信局管内にお

けるこのシステムに関し、平成 19 年 11 月 30 日ま

でに確実に使用が終了するよう、半年に一度（毎

年 4 月及び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記

録されている情報を用いて無線局数を確認し、総

務省ホームページに掲載する。 

平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載した。 

18 局[昨年 10 月比:-24 局(約 57%減)] 

 

 

 

次世代情報家電 ①次世代情報家電による電波利用に関しては、「ワ

イヤレスブロードバンド推進研究会」において、

無線 LAN による接続が必須であり、5GHz 帯にお

ける他システムとの共用が望ましいとの方向性

が示された。 

①－ 

②次世代情報家電での使用が想定される高速無線LAN導入について情

報通信審議会（平成 18 年 3 月諮問、平成 18 年 12 月答申）の答申を

受け、平成 19 年 6月に関係規定を整備予定。 
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②①を受け、100Mbps 以上の伝送速度を実現する

5GHz 帯高速無線 LAN の導入に向けて、情報通信

審議会における技術的条件の審議結果（平成 18

年 3 月諮問、今年度内答申予定）等を踏まえ、

平成 19 年度までに関係規定の整備を行う。 

③平成 20 年頃には、次世代情報家電の普及状況、

国際的な電波利用の方向性及び技術開発動向等

が明確となる見込みであることから、必要に応

じて導入周波数帯と所要周波数幅を再検討す

る。 

③－ 

 

Ⅸ 5.25～5.85GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

5GHz 帯無線アクセスシ

ステム 

5.47～5.725GHz 帯について、レーダーとの周波数共

用に関する国際的な測定条件が確立されたことを

踏まえ、今年度中に無線 LAN の導入に向けた技術基

準の策定及び関係規定の整備を行う。 

5.47～5.725GHz 帯を使用する無線 LAN の導入のため、平成 19 年 1 月

に関係規定を整備済。 

5GHz 帯気象レーダー ナロー化技術の導入に併せて 5.25～5.35GHz 帯から

5.33～5.37GHz 帯へ周波数を移行することを前提と

して、平成 17 年度から平成 19 年度までの計画で実

施中のレーダーの狭帯域化技術に関する研究開発

の結果等を踏まえ、平成 20 年度中に移行をより円

滑に進めるためのナロー化技術の早期導入方策に

ついて検討を行う。 

平成 16 年度に終了した技術試験事務において、5.25-5.35 GHz 帯の

100MHz 幅から 5.33-5.37GHz 帯の 40MHz 幅への周波数移行が適当との

結果を得た。この結果及びレーダーの狭帯域化技術に関する研究開発

の結果を踏まえ、5GHz 帯無線アクセスシステムの需要を勘案しつつ、

関係規定の整備を検討。 
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Ⅹ 13.25～15.4GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

15GHz 帯ヘリテレ画像伝

送システム 

平成 17 年度に実施したこのシステムの全免許人を

対象とするヒアリング及び調査において、デジタル

方式を平成 20 年までに導入し、アナログ方式は将

来的に撤廃することが望ましいとの結果が得られ

たことを踏まえ、アナログ方式の撤廃の時期につい

て検討を行い、今年度中に結論を出す。 

デジタル方式を平成 20 年までに導入することとし、技術基準等の必

要な規定の整備を行う。なお、アナログ方式の撤廃時期については、

関係者からの意見を踏まえつつ引き続き検討を行うこととする。 

 

XI 15.4～21.2GHz 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

19GHz 帯構内無線システ

ム 

平成 17 年度に実施した 19GHz 帯構内無線システム

の利用実態に関する調査において、既存免許人の利

用期間を勘案した上で、このシステムを廃止するこ

とが適当との結果が得られたことを踏まえ、無線局

数の推移を把握するため、半年に一度（毎年 4 月及

び 10 月）、総合無線局管理ファイルに記録されてい

る情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホームペ

ージに掲載する。 

平成 18 年 10 月及び平成 19 年 4 月時点の無線局数を確認し、総務省

ホームページに掲載した。 

0 局[昨年 10 月比:-1 局(約 100%減)] 

無線局数が 0 となったことを受け、システムの廃止にむけた関連規定

の整備を行う予定。 

 

XII 30GHz 以上 

対象システム アクションプラン記載事項 平成 19 年 5 月末日時点での進捗状況 

ワイヤレスブロードバン

ド通信システム等の導入

に向けた周波数有効利用

に関する研究開発等 

平成 17 年度から平成 21 年度までの計画で、ミリ波

集積回路等の無線デバイス技術及び損失・干渉等を

軽減するための要素技術等の未利用周波数帯の利

用促進に向けた基盤技術の研究開発に取り組む。 

平成 17年度から平成21年度までの計画で基盤技術の研究開発を実施

中。引き続き、計画的に研究開発を進めていく予定。 

超高速無線 LAN 現在、家庭やオフィス、ホテルのロビーや空港等の

パブリックスペースで利用されている無線 LAN シ

ステムに関して、高精細映像・高品質音声やデータ

当初計画のとおり進捗しており、引き続き、期間中（平成 16～平成

20 年度）に成果を得るべく、計画的に研究開発を進めていく予定。 
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等をより高速かつ大容量伝送を可能とするため、平

成 16 年度から平成 20 年度までの間に、ミリ波帯等

を利用したギガビット級の無線 LAN システムの研

究開発に取り組み、平成 22 年頃の実用化を目指す。

60GHz 帯素材伝送装置 

(ワイヤレスカメラ等) 

地上デジタル放送の開始等、HDTV に対する需要が

増加することが予想されることから、スポーツ中継

などの屋外イベントやスタジオ・ホール内でのイベ

ント等で使用される HDTV ワイヤレスカメラ等の番

組素材システムへの需要も高まってきている。この

ことから、広帯域が確保できる 60GHz 帯を利用した

HDTV 番組素材伝送システムについて、今年度中に

ミリ波帯素材伝送システムの技術基準策定に関す

る技術試験事務を実施し、平成 19 年頃の実用化を

目指す。 

54.27-55.27GHz 帯におけるミリ波帯素材伝送システムの技術基準策

定に向けた技術試験事務を平成 18 年度に実施済。この結果を踏まえ、

平成 19 年度中に必要な制度整備を実施予定。 

高分解能ミリ波帯車載レ

ーダーシステム 

現行のミリ波帯車載レーダーシステムでは、車程度

の大きさの対象物は判別できるが、今後、安心・安

全の観点から更なるレーダーシステムの高機能化

が求められており、道路上に存在する人等のより小

さな対象物を分離して検知するため、分解能の高い

新たなレーダーシステムに対する需要が高まって

いる。また、「ワイヤレスブロードバンド推進研究

会」においても、次世代 ITS の提案システムとして

検討され、当該システムの更なる高度化に向けて、

国際標準化の動向等から 79GHz 帯を中心に、3GHz

幅程度の周波数分配を検討することが適当である

旨が提言されたところである。このことから、79GHz

帯を利用した新たな高分解能の車載レーダーシス

テムの導入について検討を行い、平成 23 年頃の実

用化を目指す。 

平成 19 年度から 79GHz 帯を利用した新たな高分解能の車載レーダー

システムの導入に向けた技術試験事務を実施。 
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