
○周波数割当計画（平成十二年郵政省告示第七百四十六号）の一部を変更する告示案新旧対照表（案） 
  （二重下線部分が変更箇所） 

変更後 変更前
 

周波数割当表 

第２表 27.5ＭＨz-10000ＭＨz 

 

周波数割当表 

第２表 27.5ＭＨz-10000ＭＨz 

国内分配（MHz） 

 

（４） 

無線局の目的 

 

（５） 

周波数の使用 

に関する条件 

（６） 

気象援助 

 

公共業務用（気象用ラジオ・ロボット用）

一般業務用（気象用ラジオ・ロボット用）

気象用ラジオ・ロボット用への割当

ては、別表８による。 

地球探査衛星 

（地球から宇宙） 

気象衛星 

（地球から宇宙） 

公共業務用 

一般業務用 

 

 

固定 

 

公共業務用 

一般業務用 

固定業務によるこの周波数帯の使用

は、気象援助業務に密接な関係を有

する場合に限る。 

402-403 

移動 

(航空移動を除く。) 

 

公共業務用 

小電力業務用（体内植込型医療用データ

伝送用） 

一般業務用 

公共業務用又は一般業務用の移動業

務によるこの周波数の使用は、気象

援助業務に密接な関係を有する場合

に限る。 

体内植込型医療用データ伝送用への

割当ては、別表６－３－２－１２－

１による。 

気象援助 

 

公共業務用（ラジオゾンデ用及び気象用

ラジオ・ロボット用） 

一般業務用（ラジオゾンデ用及び気象用

ラジオ・ロボット用） 

ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・

ロボット用への割当ては、別表８に

よる。 

固定 

 

公共業務用 

一般業務用 

固定業務によるこの周波数帯の使用

は、気象援助業務に密接な関係を有

する場合に限る。 

403-406 

移動 

(航空移動を除く。) 

 

公共業務用 

小電力業務用（体内植込型医療用データ

伝送用及び体内植込型医

療用遠隔計測用） 

一般業務用 

公共業務用又は一般業務用の移動業

務によるこの周波数の使用は、気象

援助業務に密接な関係を有する場合

に限る。 

体内植込型医療用データ伝送用への

割当ては、別表６－３－２－１２－

１による。 

体内植込型医療用遠隔計測用への割

当ては、別表６－３－２－１２－２

による。 

（略） （略） (略) 

固定衛星 

(地球から宇宙) 

J123F  

電気通信業務用 

公共業務用 

 5150-5250 

J124 J125 

移動 

(航空移動を除く。) 

J125A  J125B 

J125C 

 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。 

国内分配（MHz） 

 

（４） 

無線局の目的 

 

（５） 

周波数の使用 

に関する条件 

（６） 

気象援助 

 

公共業務用（気象用ラジオ・ロボット用）

一般業務用（気象用ラジオ・ロボット用）

気象用ラジオ・ロボット用への割当

ては、別表８による。 

地球探査衛星 

（地球から宇宙）

気象衛星 

（地球から宇宙）

公共業務用 

一般業務用 

 

 

固定 

 

公共業務用 

一般業務用 

固定業務によるこの周波数帯の使用

は、気象援助業務に密接な関係を有

する場合に限る。 

402-403 

移動 

(航空移動を除く。)

 

公共業務用 

小電力業務用（体内植込型医療用データ

伝送用） 

一般業務用 

公共業務用又は一般業務用の移動業

務によるこの周波数の使用は、気象

援助業務に密接な関係を有する場合

に限る。 

体内植込型医療用データ伝送用への

割当ては、別表６－３－２－１２に

よる。 

気象援助 

 

公共業務用（ラジオゾンデ用及び気象用

ラジオ・ロボット用） 

一般業務用（ラジオゾンデ用及び気象用

ラジオ・ロボット用） 

ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・

ロボット用への割当ては、別表８に

よる。 

固定 

 

公共業務用 

一般業務用 

固定業務によるこの周波数帯の使用

は、気象援助業務に密接な関係を有

する場合に限る。 

403-406 

移動 

(航空移動を除く。)

 

公共業務用 

小電力業務用（体内植込型医療用データ

伝送用） 

一般業務用 

公共業務用又は一般業務用の移動業

務によるこの周波数の使用は、気象

援助業務に密接な関係を有する場合

に限る。 

体内植込型医療用データ伝送用への

割当ては、別表６－３－２－１２に

よる。 

 

 

 

（略） （略） (略) 

固定衛星 

(地球から宇宙) 

J123F  

電気通信業務用 

公共業務用 

 5150-5250 

J124  J125 

移動 

(航空移動を除く。)

J125A  J125B

 

 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４により、そ

の使用は屋内及び航空機内に限る。 



地球探査衛星 

(能動) 

無線標定 

宇宙研究 

公共業務用 

一般業務用 

 5250-5255 

J126 J127 

J127A 

移動 

(航空移動を除く。)

J125A  J127B

 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４により、そ

の使用は屋内に限る。 

地球探査衛星 

(能動) 

無線標定 

宇宙研究（能動）

公共業務用 

一般業務用 

 5255-5350 

J126 J127A 

移動 

(航空移動を除く。)

J125A  J127B

 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４により、そ

の使用は屋内に限る。 

（略） （略） (略) 

海上無線航行 公共業務用(船舶無線航行用レーダー用)

一般業務用(船舶無線航行用レーダー用)

 

移動 

(航空移動を除く。)

J125A  J128C

電気通信業務用 

公共業務用 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

一般業務用 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。 

地球探査衛星 

(能動) 

宇宙研究（能動）

公共業務用 

一般業務用 

 

5470-5570 

J128 

無線標定  J128D 公共業務用  

海上無線航行 公共業務用(船舶無線航行用レーダー用)

一般業務用(船舶無線航行用レーダー用)

 

移動 

(航空移動を除く。)

J125A  J128C

電気通信業務用 

公共業務用 

小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

一般業務用 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。 

5570-5650 

無線標定  J128D 公共業務用  

（略） （略） (略)  

地球探査衛星 

(能動) 

無線標定 

宇宙研究 

公共業務用 

一般業務用 

 5250-5255 

J126 J127 

J127A 

移動 小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。(航空移動を除く。)  

J125A  J125C  

J127B 

地球探査衛星 

(能動) 

無線標定 

宇宙研究（能動） 

公共業務用 

一般業務用 

 5255-5350 

J126 J127A 

移動 小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） 

小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。(航空移動を除く。)  

J125A  J127B 

J125C 

（略） （略） (略) 

海上無線航行 公共業務用(船舶無線航行用レーダー用)

一般業務用(船舶無線航行用レーダー用)

 5470-5570 

J128 

移動 電気通信業務用 小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。 (航空移動を除く。) 公共業務用 

J125A  J125C 小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） J128C 

一般業務用 

地球探査衛星 公共業務用  

(能動) 一般業務用 

宇宙研究（能動） 

無線標定  J128D 公共業務用  

海上無線航行 公共業務用(船舶無線航行用レーダー用)

一般業務用(船舶無線航行用レーダー用)

 5570-5650 

移動 電気通信業務用 小電力データ通信システム用への割

当ては、別表６－３－４による。 (航空移動を除く。) 公共業務用 

J125A  J125C 小電力業務用（小電力データ通信システ

ム用） J128C 

一般業務用 

無線標定  J128D 公共業務用  

（略） （略） (略)  

 

J1～J125B（略）  

J125C  

5150-5650MHz の周波数帯は、航空機内における移動業務の小電力業務用（小電力データ通信システム用）にも使用することができ  

る。ただし、5150-5350MHz の周波数帯の使用は、屋内その他屋内と電波の遮蔽効果が同等と認められる場所に限る。  

J126～J210（略）  

別表 別表 

１から５（略） １から５（略） 

６ 免許を要しない無線局関連 ６ 免許を要しない無線局関連 

別表６－１－１～別表６－３－２－１１（略） 別表６－１－１～別表６－３－２－１１（略） 

別表６－３－２－１２－１ 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表 別表６－３－２－１２ 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表 

403.5MHz 403.5MHz 

 
別表６－３－２－１２－２ 体内植込型医療用遠隔計測用特定小電力無線局の周波数表 

 



 
 403.65MHz 

別表６－３－３（略） 

 

 

別表６－３－３（略） 

別表６－３－４ 小電力データ通信システムの無線局の周波数表 

2400MHz 帯の周波数の電

波を使用する無線設備 

2441.75MHz 2484MHz 

占有周波数帯幅が 19MHz を超え 38MHz 以下

の無線設備 

5190MHz  5230MHz 5.2GHz 帯の周波数の電波

を使用する無線設備 

占有周波数帯幅が 19MHz 以下の無線設備 5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz 

5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 

占有周波数帯幅が 19MHz を超え 38MHz 以下

の無線設備 

5270MHz  5310MHz 5.3GHz 帯の周波数の電波

を使用する無線設備 

占有周波数帯幅が 19MHz 以下の無線設備 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz 

占有周波数帯幅が 19.7MHz を超え 38MHz 以

下の無線設備 

5510MHz  5550MHz  5590MHz  5630MHz 

5670MHz 

5.6GHz 帯の周波数の電

波を使用する無線設備 

占有周波数帯幅が 19.7MHz 以下の無線設備 5500MHz  5520MHz  5540MHz  5560MHz 

5580MHz  5600MHz  5620MHz  5640MHz 

5660MHz  5680MHz  5700MHz 

24GHz 帯の周波数の電波

を使用する無線設備 

24.77GHz 以上 25.23GHz 以下の周波数であって、24.77GHz 及び 24.77GHz に 10MHz の自然数倍を

加えたもの 

27GHz 帯の周波数の電波

を使用する無線設備 

27.02GHz 以上 27.46GHz 以下の周波数であって、27.02GHz 及び 27.02GHz に 10MHz の自然数倍を

加えたもの 

* 印のついた周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする。 

 

別表６－３－５～別表６－３－７－２（略） 

別表６－３－４ 小電力データ通信システムの無線局の周波数表 

2441.75MHz 2484MHz 

5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz 5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz 

5500MHz  5520MHz  5540MHz  5560MHz  5580MHz  5600MHz  5620MHz  5640MHz  5660MHz  5680MHz  5700MHz 

24.77GHz 以上 25.23GHz 以下の周波数であって、24.77GHz 及び 24.77GHz に 10MHz の自然数倍を加えたもの 

27.02GHz 以上 27.46GHz 以下の周波数であって、27.02GHz 及び 27.02GHz に 10MHz の自然数倍を加えたもの 

* 印のついた周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表６－３－５～別表６－３－７－２（略） 

別表６－３－８ 5GHz 帯無線アクセスシステムの陸上移動局の周波数表 

占有周波数帯幅が 4.5MHz 以下の無線設備 4912.5MHz  4917.5MHz  4922.5MHz  4927.5MHz  4932.5MHz  

4937.5MHz  4942.5MHz 4947.5MHz 5032.5MHz 5037.5MHz  

5042.5MHz 5047.5MHz 5052.5MHz 5057.5MHz 

占有周波数帯幅が 4.5MHz を超え 9MHz 以下の無線設備 4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz 4945MHz  

5035MHz 5040MHz 5045MHz 5055MHz 

占有周波数帯幅が 9MHz を超え 19.7MHz 以下の無線設備 4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz  

5040MHz 5060MHz 5080MHz 

占有周波数帯幅が 19.7MHz を超え 38MHz 以下の無線設備 4930MHz  4970MHz 
 

別表６－３－８ 5GHz 帯無線アクセスシステムの陸上移動局の周波数表 

占有周波数帯幅が 9MHz を超え 19.7MHz 以下の無線設備 4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz  

5040MHz 5060MHz 5080MHz 

占有周波数帯幅が 4.5MHz を超え 9MHz 以下の無線設備 4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz 4945MHz  

5035MHz 5040MHz 5045MHz 5055MHz 

占有周波数帯幅が 4.5MHz 以下の無線設備 4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz 4932.5MHz  

4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz 

5032.5MHz 5037.5MHz 5042.5MHz 5047.5MHz 5052.5MHz  

5057.5MHz 
 


